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はじめに  

本報告は、昨年の本大会での報告「日系企業から観たアジア通貨の位置付けの変化～ ア

ジア通貨危機から20年を迎えて」もふまえて、今後、アジア域内の貿易取引・資本取引で

増加の見込まれる域内通貨建て取引に関する為替リスク管理につき、考察するものである。 

2016 年の BIS のサーベイに拠ると、為替取引に占める円を除くアジア通貨のシェアは、

2 通貨ペア取引のため全体 200％のうち、12％であり、米ドル 88％や日本円 22％に比較す

るとまだその割合は小さい。しかし、約 20 年前の 1995 年と比較すると、取扱高は約 34

倍と大きく伸びており、全体の為替取引の同期間の伸びが 4 倍強であることを勘案しても、

着実に増加していると評価可能であろう。  

アジア域内通貨建て取引の増加にあたっては、その主ユーザーである企業や投資家の立

場では、為替リスク管理の視点が重要である。各ユーザーからは、自国通貨と当該通貨間

の為替相場の安定や当該通貨の流動性、為替リスクヘッジ手段の確保、安価なヘッジコス

トといったことが望まれる。そこで、本報告では、まず、現状のアジア通貨の為替リスク

ヘッジ手段の確認を行う。そのうえで、将来的な地域通貨単位（Regional Currency Unit,

以下 RMU）までを展望して、その為替リスクヘッジ機能について検討する。  

具体的には、経済産業研究所で日次公開をされている AMU（Asian Monetary Unit）を参

考に、アジアの RMU の為替レートのみならず、金利や為替先物の算出について考察する。

また、AMU と米ドルとの比較でその為替レートの安定度を検証し、企業にとって為替リス

クヘッジ手段としての有用性を確認する。現状、AMU は域内通貨間の為替相場のモニタリ

ング機能が期待されているが、為替リスクヘッジ手段も整備したうえで、実取引のための

域内 RMU 創出がなされれば、域内通貨建て取引の増加や当該 RMU 建て取引の開始も想定

可能と考える。そうした RMU の創出について、本報告では ASEAN との連携に重点を置い

て考える。上記の試算・検討と合わせて、金融機関や企業、政府関係機関に、アジア通貨

の利用や為替リスク管理の状況をヒアリングさせていただき、考察に役立てた。  

本報告作成にあたり、2018 年 9 月に参加させて頂いた日本 ASEAN センターのスタディー

ツアーでの、現地企業関係者、ASEAN 各国政府関係者、アカデミック関係者へのブリーフ

ィングが非常に役立ったことを申し沿えるとともに、関係者に心より感謝したい。なお、

本稿の内容・見解は個人的なものであり、本務先、その他いかなる組織とも無関係である。  
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第１章 アジア通貨為替リスクヘッジ手段の現状  

 

１．  企業外為替リスクヘッジ手段の環境  

 まず、昨年の報告でも提示した、アジア通貨における為替予約等「企業外為替リスクヘッ

ジ手段」の整備状況を確認したい。図表１のとおり、当該国内（オンショア）、当該国外（オ

フショア）とも、ほぼ自由に取引可能な通貨は、日本円以外では、国際金融センターとも位

置づけられるシンガポール、香港の 2 通貨程度である。  

 

図表１ ASEAN+3（含む香港）通貨の為替リスクヘッジ手段の整備状況 

NDF市場
の有無

オンショア取
引銀行の取引
可否

中国 CNY ○
○

（実需原則あり）
× ＣＮＨで対応 ○ ×

オフショア
人民元

CNH ◎ ○ ○ ○ ×（不要） －

韓国 KRW ◎ ○ ×
NDF対応が

中心と思われる
○ ○

オフショア取引はNDF
程度で限定的

香港 HKD ◎ ○ ○ ○ ×（不要） ×（不要）
ほぼ自由に取引
可能

シンガポール SGD ◎ ○ ○ ○ ×（不要） ×（不要）
ほぼ自由に取引可能
（オン・オフ間銀行取
引に制限あり）

タイ THB ○
○

（実需原則あり）
○

○
（先物相場はオン・オフ

で価格乖離あり）
×（不要） ×（不要）

オフショア市場がある
程度機能も、長期取
引に対応できないな
ど流動性は不十分

インドネシア IDR ○
○

（実需原則あり）
× △（各種要件等あり） ○ ×

オフショア先物はNDF
中心（ 長3年程度）

マレーシア MYR ○
○

（実需原則あり）
× △（各種要件等あり） ○ ×

オフショア先物はNDF
中心（ 長5年程度）

フィリピン PHP
◎

（PHP売りは△）
○

（実需原則あり）
× △（PHP買い直物取引のみ ○ △

オフショア先物はNDF
のみ（ 長5年程度）

ベトナム VND △
○

（流動性低い）
× ×

×
（ほぼ消滅）

×
非居住者のVND取引
は不可

インド INR △
○

（実需原則あり）
× △（各種要件等あり） ○ ×

オフショア先物はNDF
中心（ 長5年程度）

（注）「為替予約可否」欄の　　　　　　部分と「補足事項」の一部は、他資料を参考に筆者が記載。

NDF

オンショア・オフショア
が分離されている
が、2015年12月以
降、一部の国外銀行
に国内インターバンク
市場（オンショア）へ
の直接取引を開放

国 通貨

オンショア取引
居住者のヘッジ取組可否
◎：制限なし
○：予定取引ヘッジ一部可
△：確定実需のみ

為替予約可否
オフショア市場
（非居住者間
取引）の有無

為替予約可否 補足事項

 

（資料） BTMU（ 2016）より作成  

 国際化を進め、2016 年 10 月より IMF の SDR の構成通貨入りを果たした中国の人民元は、

オンショアとオフショアの分離管理を継続しており、主要市場である国内での為替予約につ

いては、実需原則を維持しており、企業にとって為替リスクヘッジの自由度の高い通貨とは
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なっていない。オフショア市場では、中国人民銀行の規制は原則的におよばないものの、ひ

とたび、人民元安の進行が激しくなれば、2016 年 1 月に香港で実施されたように、為替介

入とともに、人民元の資金供給を絞るなどの手段も用いて、為替相場の急変を抑える動きが

ある。為替相場を安定させようとする中国当局の動きは、好ましいと捉えることも可能かも

しれない。しかし、為替レートが管理されている側面、制度変更リスクを抱えた通貨である

との印象を企業が持ち続けている限り、為替リスクヘッジ手段の自由度が高いとは評価はさ

れづらいであろう。  

 ASEAN＋３の枠組では、チェンマイ・イニシアティブ（以下 CMIM という）１）の通貨

スワップ契約などの域内セーフティネットに関しては、日本・中国ともに、資金の出し手の

立場が期待されている韓国のウォンについては、国内取引は概ね自由に為替ヘッジなども可

能であるが、非居住者にとっては、ウォン自体の取引の自由度が高くなく、ヘッジ取引も

NDF 取引２）が主体である。  

 ASEAN10 ヶ国では、通貨によるバラツキが大きい。シンガポールドルを除き、オンショ

ア取引でも実需原則が前提となっており、オフショアでの取引の自由度はタイバーツを除き、

極めて限定的である。ASEAN 原加盟国であるインドネシア、マレーシア、フィリピンにお

いては、為替予約は NDF が中心である。後発ながら経済成長してきているベトナムも、自

国通貨ベトナムドンのオフショアでの利用は認めていない。その他のカンボジア、ミャンマ

ー、ラオス、ブルネイについては、為替予約等のリスクヘッジ手段の情報が限定的。マスコ

ミベースの情報では、三井住友銀行、みずほ銀行がミャンマーで試験的ながら、現地進出の

日系企業向けの為替予約サービスを開始したといった記事が見られる。しかし、企業向けの

為替予約に対応するためには、銀行間市場での取引が前提となり、地場銀行での取扱増加な

ど、市場の拡充が必要となろう。  

 

２．近年の規制導入や環境変化への対応に関する考察  

 上述のようなヘッジ手段の状況とともに、企業の立場から為替リスクヘッジの視点で留

意すべき動きを、後述の RMU 創出での連携を検討する ASEAN 通貨を中心に確認する。

まず、規制についてだが、インドネシアは、2015 年 1 月より外貨建て対外債務ヘッジ比率

規制を導入した。これは、国内企業の外貨建て債務の増加を抑制し、為替リスクヘッジを

義務付けすることにより、アジア通貨危機の時のような外貨建て債務の自国通貨換算時の
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負担の急増を回避させる取組である。直後の 2015 年 7 月からは、国内取引のインドネシ

アルピア使用の厳格化を開始した。こちらは、それまで不明確であった国内の外貨建て取

引をルピア建てにすることを義務付けし、基本的には外貨からルピアへの交換を促し、ル

ピア買いを増やす効果を狙ったものと考えられる。企業にとって前者は、運用によっては、

自社で適正と考えるヘッジ部分よりも過大なヘッジを求められるケースが発生し得る。ま

た、後者は、従来、米ドル建てで行っていた国内取引をルピア建てにする必要性から、為

替リスク管理手法やヘッジ方法の見直しが必要となった。  

国内取引おける自国通貨の利用の徹底については、ベトナムが 2013 年以降、原則、国

内取引のベトナムドン使用を明確化した。自国通貨の為替レートの安定の視点で実施され

たと思われ、インドネシアルピアの対応と同様の狙いと考えられる。  

一方、マレーシアは、2016 年 12 月より開始した規制で、輸出代金のうち 75％のマレー

シアリンギへの両替義務を課した。これもインドネシアと同様に、自国通貨（リンギ）買

いを促す効果のある政策であるが、企業にとっては、従来の外貨のポートフォリオを変更

することが求められ、為替管理あるいはリスクヘッジ手法の変更検討を求められることと

なった。  

つづいて、環境変化としては、2015 年末に宣言された ASEAN 経済共同体（以下 AEC と

いう）がある。すでに、次の 10 年、2025 年をターゲットに各種のアクションプランが打ち

出されている。金融分野でも、「ASEAN 銀行枠組」と呼ばれる取組が進められ、銀行につ

いては各国間で適格 ASEAN 銀行（Qualified ASEAN Banks、以下 QAB という）を指定し、

終的には域内での自由な活動ができる銀行が一定数生まれる予定である。現状では、①マ

レーシア－タイ、②マレーシア－フィリピン、③マレーシア－インドネシア、④タイ－イン

ドネシア、⑤タイ－ミャンマー、⑥タイ－フィリピン、⑦インドネシア－フィリピンで、そ

れぞれ国ベースで基本合意がなされて、そのうち、②と③は 終合意がなされている。ただ

し、具体的な銀行の指定には至っていない模様。こうした動きとともに、Local Currency 

Settlement Framework（以下 LCSF という）の別途の契約も進められており、相互の国の

通貨を 2 ヶ国間貿易取引、サービス取引に使用できることとし、銀行間の為替取引では互い

の通貨の直接交換３ ）を可能として、為替リスクヘッジも可能とすることとしている。こち

らは、現状では①、③、④の 3 つの組み合わせのみだが、具体的な銀行の指定までなされて

いる。  
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 域内で活動する日系企業においては、上記のインドネシアやマレーシアでの規制導入にも

対応して、域内のシンガポールに為替管理を集中しリスクヘッジを行っているケースも見ら

れる。具体的には、シンガポールにある地域統括会社が域内グループ企業の取引相手となり、

商品輸出国の通貨建てで取引を受け、それをリインボイス４）して、本来のグループ内取引

相手先へ販売する。これにより、アジア通貨建て取引をシンガポールで集中して管理・ヘッ

ジするとともに、米ドル等主要通貨のエクスポージャーも可能な範囲でシンガポールに集中

させ、一括での為替リスク管理を目指している。アジア通貨建て取引が増加するケースでの、

「企業内為替リスクヘッジ手段」のの 1 つとして注目できる。  

 また、上記の LCSF の動きが本格化して、マレーシアリンギ－タイバーツ、マレーシア

リンギ－インドネシアルピア、タイバーツ－インドネシアルピアといった為替取引の直接交

換が銀行間で可能になり、当該為替通貨ペアでの為替予約が企業に提供されるようになれば、

為替リスクヘッジ手段の多様化にもつながるであろう。 その際にローカル通貨間の為替取

引のボリュームが増加し、取引コストを低減させることも企業の立場では重要である。  
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第 2 章  地域通貨単位（RMU）による為替リスクヘッジの考察  

 

１．RMU 事例と算出方法  

前章では、現状のアジア通貨に関する為替リスクヘッジ手段の状況や近年の各国での規  

制導入や環境変化、それに対する企業内での対応手段の事例を確認した。本章では、アジア

通貨危機以降、ASEAN+3 の枠組の下で進められてきた域内の通貨金融協力も念頭に、将来

的な地域通貨単位（Regional Monetary Unit、以下 RMU という）の創出とその利用による

為替リスクヘッジの可能性を考える。  

 RMU は、複数通貨を GDP や貿易量のマクロ経済指標を使い加重平均することにより算

出されるバスケット通貨と定義が可能である。その事例としては、欧州におけるユーロの前

身である ECU（＝European Currency Unit）や IMF における SDR（＝Special Drawing 

Rights）などの事例がある。アジアにおいても、ASEAN+3 で研究がなされ、ADB で公表

での公表が検討された ACU（＝Asian Currency Unit）がある。また、日本国内では、経済

産業研究所（以下 RIETI という）において、AMU（＝Asian Monetary Unit）として、日

次で算出・公表されている。RIETI では、ASEAN+3 域内各国通貨の AMU に対するベンチ

マーク為替を算出するとともに、実勢で各通貨がそのベンチマークレートとどのぐらい乖離

しているかも公表している。これにより、域内各国通貨の為替相場の状況をモニタリングす

る際に利用できる機能を合わせ持っていることとなる。  

 

図表１  月次名目 AMU 乖離指標（2000 年 1 月～2018 年 8 月）      出所： RIETI web ページ  
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図表２  AMU 各国通貨シェア                          出所： RIETI web ページ  

  

 

 現状、AMU は為替レートのモニタリングを主目的とされている。一方で、ASEAN+3 の

リサーチグループ５ ）で研究がなされた際には、その使用可能性、実用面の課題の特定とい

ったテーマまで踏み込んだ実績はある。RMU を企業の為替リスクヘッジ手段として展望し

た場合、実利用まで想定する必要がある。また、創出された場合、域内通貨間の為替相場の

安定に資することができれば、為替リスクの軽減にも繋がると考えられる。  

 

２．RMU 金利と先物為替レートの算出  

 現在の AMU は、日次で各国通貨との為替相場の算出・公表がなされている。為替リスク

ヘッジに利用する際には、通常の企業の貿易取引等を想定すると、為替予約の利用が一般的

であり、現在公表されている直物相場に加えて、先物相場も算出可能である必要がある。そ

こで、ここでは先物相場算出に必要となる金利として、3 ヶ月ものの金利を試算したい。（図

表３）試算にあたっては、以下に示すが、AMU と同様の 13 通貨のデータが揃わないため、

区分するために AMU-I（ Interest Rate の I を利用）と表記する。そのうえで、例示ベース

で円の対 AMU-I の先物レートの算出過程を示す。他通貨についても、当該通貨自体の金利

データが存在すれば、円と同様に先物レートの算出は可能である。ただし、あくまで理論値

であり、市場の需給や直物における通貨の今後の相場動向への市場の期待などで、理論値ど

おりにはならないケースはあり得ることを付言する。  
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図表３  AMU-I の 3 ヶ月もの金利算出  

ＡＭＵウェイト（％） 金利（％） 金利用シェア 加重平均
ブルネイ 0.22 － 0.00% 0.000000
カンボジア 0.30 － 0.00% 0.000000
中国 44.21 2.7000 44.95% 1.213696
インドネシア 7.10 7.1200 7.22% 0.514001
日本 16.28 0.0700 16.55% 0.011587
韓国 9.21 1.6700 9.36% 0.156387
ラオス 0.21 － 0.00% 0.000000
マレーシア 4.57 3.6900 4.65% 0.171462
ミャンマー 0.93 － 0.00% 0.000000
フィリピン 2.05 4.5800 2.08% 0.095465
シンガポール 6.21 1.6374 6.31% 0.103388
タイ 5.13 1.5900 5.22% 0.082935
ベトナム 3.59 4.3000 3.65% 0.156960

100.00% 2.505883 ←AMU-I金利  

出所：下記出所データ等を利用して、筆者作成  

・ AMU ウェイト：前掲の図表 2 

・金利（ 3 ヶ月ものインターバンク金利）  

シンガポール以外： Asian Bonds Online データ（ 2018/9/13 分）  

シンガポールドル： https:/ /sg.get.com/sg/sibor-rates/  （ 2018/9/14 分（推定））  

・ブルネイ、カンボジア、ラオス、ミャンマーのインターバンク金利は未入手のため、当該 4 通貨分のシェアを  

他の 9 通貨間のシェアで引きなおして、「金利用シェア」を試算。  

 

＜円－AMU-I の 3 ヶ月もの先物レート＞  

直物レート ： 115.8754 円 /AMU  （2018 年 9 月 12 日付レート。RIETI データ）  

円 3 ヶ月分金利 ：115.8754×0.07％×90/360＝0.0203 

AMU-Ｉ3 ヶ月分金利：１×2.505883％×90/360＝0.0063 

３ヶ月後：（円）115.8754＋0.0203＝（AMU）１＋0.0063 

       1AMU-I＝115.8957/1.0063＝115.1701 円・・・3 ヶ月もの先物レート  

 

 図表 1 で示したように、AMU のベンチマークとの乖離は、通貨により大きく異なり、タ

イバーツやシンガポールドルのように自国通貨高の状況の国とベトナムやインドネシアな

ど自国通貨安の状況の国が並存する。同じく金利についても、日本ように０％台の低金利国

もあれば、７％台のインドネシアも存在するなど、その違いは大きい。現在は、域内各国通
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貨間で為替相場の安定を企図するような話し合いや動きは見られない。こうした中で、AMU

あるいは AMU-I といったものの創出や先物相場算出による為替リスクヘッジを展望するこ

とは、現状では困難かもしれない。  

 一方で、国際化が徐々に進む人民元、各種規制等により自国通貨の利用を増やそうとして

いる ASEAN 諸国の動きを考えた場合、ASEAN+3 の 13 ヶ国が各国通貨を維持しつつ、そ

の通貨間の為替相場の関係（＝安定度など）に何も斟酌せずに、域内の通貨・金融協力を進

めていくことも、今後、問題を生じさせる可能性があると思料する。また、企業の立場で見

ても、前述のシンガポールに地域統括会社を置いている企業のように、リインボイスなどで

域内通貨の為替リスク管理を図っていても、そうした通貨が増加していけば、その管理コス

トや負担は増していくことが予想される。次項では、そうした状況もふまえ、域内各国間で

特段の為替相場の安定の調整を図っていない状況で、AMU の為替レートが米ドルと比較し

て、どのような状況にあるかを日系企業の視点で考えてみる。  

 

３．米ドルとの比較  

企業の視点で考える例として、年間の業績計画を立てるうえで、日系企業が使用する想  

定為替レートに着目する。現状、米ドルおよびユーロについては、公表している企業は多い

が、アジア通貨に関する想定為替レートの公表は主要 2 通貨に比較すると多くはない。しか

し、すでに人民元やタイバーツなどの ASEAN 通貨に関しても、公表には至ってなくても、

社内では想定為替レートを置いているケースはあり得るだろう。  

 これまで、多くの輸出企業で見られたのは想定為替レート対比、実勢相場が円高に動けば

業績が下ぶれ、円安方向であれば上ぶれといった事態である。こうした状況を打破すべく、

多くの企業が輸出代替として海外現地生産を増やし、調達も現地化するなどして、為替の変

動リスクの軽減を図ってきた。中国・東南アジアが、生産拠点から大きな消費市場となって

きた現在は、アジア通貨の利用割合も増え始め、その管理の必要性は増していくであろう。

そこで、米ドルの想定為替レートと実績レートを AMU レートの場合と比較することにより、

分析をしてみたい。  

 図表 4 は、日銀短観における企業の米ドルの想定為替レートと実績を、同期間の AMU レ

ート（試算内容は同図表の注 1・２を参照）と比較したものである。これによれば、少なく

とも日系企業にとっては、米ドルよりも AMU を利用したほうが、為替レートは安定してい
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たことが示されている。６）前述のとおり、現時点では ASEAN+3 各国間では、域内通貨相

互の為替相場の安定を図っていない点にもかかわらず、こうした結果であることは認識して

おくべき点である。もちろん、図表１で見たように、AMU のベンチマークレートから大き

く乖離している通貨は相当数ある。しかし、日本円も図表 4 の期間（2012 年 4 月以降）で

あれば、ベンチマークレートに対しての変動は、通貨高に一時動き、その後のアベノミクス

の進行時期には通貨安へと大きく動いた時期でもある。それでも、AMU のほうが米ドルよ

りも安定度が高かったのは、企業にとってのメリットといえるであろう。  

 

図表４ 米ドル想定為替レートとの比較にみる AMU 効用の試算  

米ドル AMU

想定為替レート（注１） 84.73 112.7987

実績レート（注2） 98.98 117.9176

変化率（注３） 16.82% 4.54%

想定為替レート 99.35 119.5234

実績レート 108.99 125.1844

変化率 9.70% 4.74%

想定為替レート 111.11 132.2159

実績レート 119.78 128.7805

変化率 7.80% 2.60%

想定為替レート 117.62 121.6594

実績レート 108.40 114.8821

変化率 7.84% 5.57%

想定為替レート 108.63 116.1418

実績レート 110.70 118.5505

変化率 1.91% 2.07%

2018年度 想定為替レート 109.70 118.5725

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

 

（注１）  米ドルは「日銀短観の 3 月末調査」レート、AMU は RIETI の前期末（3 月末）レート 

（注２）  米ドルは「日銀短観の実績」レート、AMU は RIETI の日次レートの年間（4/1～ 3/末）の平均レート 

（注３）  ｜想定為替レート－実績レート｜/想定為替レート（「｜ ｜」は絶対値を示す） 
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域内各国企業の全てが、現時点でこうした「想定為替レート」といった視点で為替リスク

管理を行っていなくても、企業の視点で、こうした分析を各国通貨で行い、各国へのメリッ

トを示すことができれば、RMU の創出・実利用の議論を進める一助にはなると考える。次

項では、そうした議論の進め方やインフラ面についても考えたい。  

 

４．RMU 創出に向けて  

域内通貨間の為替相場の安定という望ましい議論も、各国の金融政策への影響や独立性と

の関係など難しい問題をクリアする必要がある。少し乱暴な考え方かもしれないが、域内企

業や投資家などのメリット享受を狙いに RMU 創出を先行させ、それを各国が自国の為替政

策や金融政策にどのように参考にするかは各国の主体性に任せることも検討は可能ではな

いだろうか。もちろん、AMU に関して RIETI で展望されているように、為替相場動向を通

じて、各国の経済状況のモニタリングに利用するメリットは当然ある。また、その後の域内

の各国の経済成長段階の変化等により、為替相場の安定の議論をすることも排除する必要は

ない。  

 昨今のフィンテックといった技術革新の流れを見れば、アジア通貨からの RMU の合成・

分解といったシステム自体の創出は、さほどハードルは高くないと思料する。実際に過去、

欧州では ECU の運用を行っていた。これに、実際の各国通貨の決済システムとの接続の部

分が、インフラとしては課題となるであろう。この点は、ASEAN+3 で準備を進めている証

券決済と絡めた CSD-RTGS リンクが実現できれば、可能となるであろう。  

 上記をふまえても、国家間での大きな調整課題として残ると考えられるのは、図表２にあ

げたような、通貨間のシェアをどうするかという問題であろう。当該 AMU のように中国

44％、日本 16％、韓国 10％といった内容でよいのか、RITEI でも別途試算を示している

CMIM のシェアを準用するのかなど、関係国間での議論が必要であろう。その際に参考と

なるのは、欧州の ECU の際のシェア見直しルールである。ECU は、後発で参加する国の通

貨の受入も認めており、それもふまえて通貨間のシェアの見直しも 5 年ごとに行うとのルー

ルで運営されていた。これから経済成長が望まれる ASEAN 諸国の存在を勘案すれば、一定

期間でシェアの見直しをすることが望ましいと考える。その際には、為替予約の期日が、そ

のシェアの見直し期限後となるような RMU の為替予約の取扱をどうするかといった点も、

企業の視点では必要となると考える。  
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第 3 章  日本と ASEAN から考える RMU 

 前章までで、RMU まで展望をしたアジア通貨に関する為替リスク管理を考えてきた。本

報告の 後に、本章では、中国とともに日本企業の活動が今後も広がると予想される ASEAN

との関係で RMU に関して考察を試みる。  

 

１．ヒアリング調査概要  

 本件検討にあたり、今年度上期は日本国内とともに、8 月・9 月にはベトナム、タイ、シ

ンガポール、インドネシアの 4 ヶ国で、日系企業、ASEAN 関連政府関係機関、大学やシン

クタンク、国際機関等でヒアリングや議論をする機会を得た。以下では、そうした機会でう

かがうことができた、アジア通貨取扱、域内通貨間の為替相場の安定や RMU への展望に関

連した参考意見を示す。なお、括弧内は、ヒアリング先企業等の拠点の所在国・地域である。

また、業種名は、基本的には上場企業の証券コードに従った記載とした。なお、当該内容に

ついては、ヒアリングにあたっての当方の理解不足や誤解が含まれ得ることをあらかじめ記

しておく。  

 

＜ヒアリング概要＞  

A 社  製造業（電気機器）（日本）  

・社内でアジア通貨を含む多通貨の為替管理制度を整備済みであり、現状でアジアの RMU 

のニーズは低い印象。  

B 社  金融機関（日本）  

・国際部門で顧客と接している限りでは、アジア通貨はまだあまり使われていない感じ。

ただし、今後は増えるかもしれない。日系企業は、子会社の状況が見えていない部分の

「見える化」が優先。（その先に地域財務統括会社での為替管理等を展望のイメージ。）  

・ASEAN 各国間の通貨安定は、まだ遠いのではないか。各国独自の動きと思える。  

Ｃ社  金融機関（タイ）  

・LCSF によるローカル通貨同士の交換等、ビジネス上はあまり見えない印象。タイバー  

ツ利用については、日系企業とタイ企業では異なる。タイ企業は、借入につき長期も含

めてバーツ建てに切り替える動きがあり。  

・CLMV の経済面ではベトナムが突出しており、残り３ヶ国は道が遠いのではないか。  
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Ｄ社  卸売業（ベトナム）  

・ベトナムにつづき、カンボジアにも進出済み。  

Ｅ社  製造業（食料品）（ベトナム）  

・ドン為替相場の安定が望ましい。 近はドン－ドルは、比較的安定しており、ドン－円  

がポイント。  

Ｆ社  製造業（化学・医薬品）（ベトナム）  

・輸出入はドル建て、円建て双方取扱。（商品による）  

・グループ内の ASEAN 現地法人間の会議では、当該国通貨安の状況のほうが強く意識さ  

れている。また、輸出有無による外貨口座保有有無も各企業の為替管理等に影響あり。  

Ｇ社  製造業（化学・医薬品）（タイ）  

・タイではタイ国内向けと合わせ、インドネシア、フィリピン、ベトナムほかに製造・販  

売。ベトナム・インドネシア向けが増加中。  

Ｈ社  製造業（輸送用機器）（タイ）  

・ASEAN 域内からの部品輸入や世界各国への輸出あり。取扱通貨は、円・ドル・バーツ  

 ほかさまざまである。  

Ｉ社  （電気機器）（シンガポール）  

・シンガポールに地域統括会社を置き、為替管理を含めて財務面を見ている。  

Ｊ社（卸売業）（シンガポール）  

・ASEAN 経済統合との関連では、アジア通貨危機のトラウマはまだあり、域内経済の規

模にマッチした通貨的なものがあり、為替リスクが低減されるのは好ましい。  

Ｋ社  シンクタンク（ASEAN 内）  

・ASEAN として、域内通貨間の為替相場の安定に関して、ASEAN で議論はしている。た

だし、アジアのバスケット通貨や共通通貨までの議論はしていない。  

Ｌ社 シンクタンク（シンガポール）  

・EU あるいはユーロ圏と比較して、AEC はヒト・モノ・カネのうち、モノの動きの自由  

化が先行していると思われる。  

・RMU はバスケット通貨としての作成のみは技術的には可能であろうが、金融政策など

マクロコントロールの共通化や調整といった議論も加えると難しいのではないか。  
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＜その他域内外政府機関や国際機関からのヒアリング内容＞  

・域内通貨の利用促進（≒脱米ドル）は ASEAN 内でディスカッション中  

・金融は ASEAN の弱点であり、開発計画や資金は外部に依存している面はある。  

・為替レートのモニタリングは、各国中央銀行で可能であろう。  

 

アトランダムにまとめた上記のヒアリング結果から類推される内容は、以下のように考えら

れる。  

（１）  企業ベースでの ASEAN 内の活動は増加しており、域内通貨の利用は増加傾向。

ASEAN の方向とも合致。それに伴い、為替リスクヘッジにも工夫をしている企業も

増加。  

（２）  上記に伴い、ミクロの企業としても、マクロの ASEAN としても、域内通貨間の為

替相場の安定は望ましい。（日系企業の場合は、対円レートも重要。）  

（３）  RMU 創出の気運は現状なし。ただし、ASEAN 域内市場の一体性の視点や為替相場  

の安定の議論の延長線上では、将来の可能性を展望  

 

２．RMU 創出に向けた ASEAN との協力の可能性  

 前項でまとめた類推点をふまえ、RMU について考察を加えたい。ASEAN としては、AEC

関連の取組で QAB や LCSF といった施策を進めている。この取組において、ローカル通貨

の利用促進、そのためのローカル通貨同士の直接交換も目指している。将来的に各国に複数

の QAB が生まれることは問題ないとしても、域内 10 ヶ国の通貨が並存したままでは、各

通貨ペアの為替取引のボリュームの増加はあまり期待できず、流動性や取引コストといった

課題と直面をする可能性が高い。結局、ローカル通貨同士の為替取引よりも、基軸通貨米ド

ルを介した取引が銀行間市場でも志向される可能性が高いと思料する。また、企業の為替リ

スクヘッジに関しても、取扱通貨数をあまり増加させないことを志向し、各国規制で求めら

れる 低限で当該国通貨を利用し、その為替リスクヘッジは米ドルや円などの主要通貨で行

うことが予想される。  

 一方で、域内通貨間の為替相場の安定をさせることは、ASEAN および企業の双方から好

ましいものといえる。ただし、この点は、ASEAN 域内での金融政策の調整などマクロ経済

のコントロールの分野に入るため、ヒアリングでの意見にもあったように、難航が予想され
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る。しかし、ASEAN がモノに加えて、ヒトやカネの動きも地域内での自由度を高めて、

ASEAN の一体性を高めることを志向する際には、避けては通れない分野でもある。現在の

AEC BLUE Print2025（AEC の 2025 年に向けた計画）では、金融分野は入っているもの

の、通貨・為替分野の言及はない。ASEAN WAY と呼ばれる、従来の ASEAN の議論のス

タイルは、コンセンサス方式で時間をかけて域内各国の合意を形成してきた。今回のヒアリ

ングでも、主に ASEAN 各国の機関では、’difficult question’ だったり、‘ complicated field’

と前置きされることも多く、長期的に考えるべき分野であることがうかがえた。従って、そ

うした議論は、AEC2025 以降に本格化させることも可能であろうし、それまでは QAB や

LCSF を着実に進めるとともに、その課題を ASEAN 域内で整理・共有しておくことが望ま

しいと考える。そのうえで、ASEAN10 ヶ国での RMU の創出、あるいは原加盟国 5 ヶ国で

の RMU の先行創出と後発国の追加参加など、手法を決めたうえでタイムスケジュールを議

論・決定することが展望できる。  

一方、日系企業の立場では、円と ASEAN 通貨との為替の安定性も高い方が好ましいこと

となる。日本と ASEAN は、中国・韓国も加えた ASEAN+3 ベースの財務大臣・中央銀行総

裁会議に参加しているが、昨年 2017 年は 4 年ぶりに日本－ASEAN での同会議も開催した。

日本は、こちらの枠組で ASEAN 域内の議論を見守りつつ、ASEAN で活動する日系企業の

為替リスク管理の観点でも、ASEAN 域内通貨間の為替相場の安定性の必要性を説いていく

アプローチも可能であろう。また、そのメリットは日系企業のみならず、もちろん ASEAN

域内企業にも十分あることも言及しておきたい。  

RMU 創出については、少なくとも「域内の通貨間の為替相場の安定は好ましい。」との

コンセンサスが望まれる。そのうえで、欧州のユーロのような「単一共通通貨」ではなく、

まずは、RIETI の AMU ように日次での各国通貨のモニタリングに利用できる RMU を創出

し、それを各国政府および中央銀行が為替政策や金融政策の運営にあたり参照する。あくま

で、各国の独立性を尊重するために、自主的に参照することでスタートすることがよいと考

える。そうした RMU が創出可能となるのであれば、その実利用も視野に入ってくる。  

モニタリング用の RMＵでも、RIETI の AMU にあるように域内通貨のバスケットとして

創出される RMU の為替レートは、域内各国通貨と一定の相関を持つ。第 2 章で示した対円

の想定為替相場に見られるように、RMU の自国通貨との為替レートの安定性を示すことが

できれば、そのメリットをふまえて実利用の気運が高まる可能性はある。合わせて、ASEAN
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ベースの RMU が実現できれば、域内 10 通貨の相互の通貨ペアではなく、各通貨と RMU

の組み合わせでの為替取引を各国企業や金融機関が志向可能となる。そうなった場合、為替

市場における RMU のシェアが上昇し、その構成シェアにもとづき、ASEAN 各国通貨のシ

ェアも間接的には上昇することも展望できる。これは、域内取引において脱米ドルを後押し

することに繋がるのではないだろうか。  

ここで、国際化を進め、RIETI の AMU においても 大のシェアを占めている人民元につ

いても言及しておく。2009 年以降に人民元の国際化を進めてきた中国は、SDR の構成通貨

入りも実現し、アジア域内の基軸通貨化も視野に入れているかもしれない。また、将来の世

界の基軸通貨のポジションも展望しているとの意見も聞く。しかし、2015 年夏の人民元切

り下げ以降の元安方向での為替の不安定化には、毎営業日の基準値算出方法の変更７）も導

入するなどして、断固とした対応をしている。現在の基軸通貨である米ドルと同様な自由度

は、当面は期待できないと考えられる。そうした状況下、ASEAN 域内での RMU が実現し

た場合、人民元もそこに加わり、ASEAN+3 ベースの RMU 内で高いシェアを持つシナリオ

も検討可能ではないだろうか。そうなる場合、ASEAN+3 の日中韓の残る韓国のウォンも、

アジア通貨危機のトラウマを ASEAN と共有しており、また、現在もオフショアでの取引の

自由度を高めていないことを勘案すれば、RMU 入りが視野に入ってくるのではないだろう

か。  

長期的なシナリオながら、ASEAN 域内の通貨間の為替安定への動き、RMU 創出に日本

が協力していくことは、 終的には上記のような ASEAN+3 ベースの RMU につながり得る

と考える。米ドル基軸通貨体制が当面は続く、あるいは、アジアはいずれ人民元圏になると

いった声も聞こえる中、日本はかつてのような高度経済成長は期待できない。また、単独で

「円の国際化」を大きく進めていくのも難しいと思料する。そうした場合、「金融が弱点」

との意見もある ASEAN への協力、あるいは連携強化を図り、ASEAN ベースの RMU、次

の段階の ASEAN+3 での RMU を実現するといったアプローチも考えてよいのではないだろ

うか。  

 日系企業は、これまで ASEAN・中国に生産ネットワークを広げ、また、今後はその市場

としての成長性も自社の成長に活かしていく必要がある。その活動にあたっては、米ドル・

ユーロに関しては、為替リスクヘッジを図りながら、アジア域内では日本円が一定割合をし

めるアジアの RMU をベースに為替リスク管理を進めていける体制は好ましいと思料する。 
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おわりに  

 

本報告では、アジア通貨に関する為替リスク管理につき、主に企業の視点で考察を行っ

た。合わせて、将来的なRMUの創出・実利用を、ASEANの金融統合の動きをふまえて、

ASEAN先行実施の可能性につき検討した。  

現状、為替リスクヘッジ手段の自由度が決して高くないASEAN通貨を域内で利用する

LCSFや域内金融機関の育成を狙うQABといった具体的な取組を勘案した場合、域内通貨

間の為替相場の安定の必要性を感じる。一方で、現地でのヒアリングもふまえると、その

ための金融政策などマクロ経済運営での調整・協力は、難しいと思われた。そこで、実利

用まで展望したRMUの創出を先行させ、モニタリングでの利用については各国の自主性を

尊重する前提での展望を考えた。  

また、RMUを実利用する場合、企業にとっては直物レートのみではなく、先物レートを

利用した為替予約のニーズも存在する。そこで、RIETIのAMUをベースに、限定国通貨を

対象にしたAMU-Iの金利（3ヶ月もの）算出、それを利用した先物レートの試算を行った。

今回は、対円のみで一時点のみでの算出となったが、金利に関する時系列のデータが入手

できれば、AMU-I金利の時系列での算出、他通貨とAMU-I間の先物レートの算出も可能で

ある。こうした点は、今後の課題と考えている。  

今回、日本国内およびASEAN4ヶ国でのヒアリングや議論で、企業や行政、アカデミッ

クの各現場ベースでのヒアリングも非常に参考になった。次回は、上記の試算を提示した

うえで、ヒアリングや議論を行い、より多くの意見を参考にしていきたい。  
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（注）  

（１）アジア通貨危機当時のタイバーツなど各国通貨が暴落した際、当該国は為替介入により自国通貨の買い支  

えを試みた。そうした際に必要な外貨準備を補完するために、通貨危機に陥った国に対して、外貨を融通する

協定である。当初、２ヶ国間の複数の協定から開始され、2014 年 7 月には域内多国間契約（マルチ化）となり、

総額は 2400 億円の規模となっている。 

（２）Non Deliverable Forward と呼ばれる手法。為替規制等により非居住者による為替予約が禁止されている通  

貨に関して、当該通貨の先物予約契約レートと期日における決済レートとの差額を円・米ドルなど主要通貨で

決済する取引。  

（３）銀行間取引における為替取引は、これまでは基軸通貨である米ドルを介するものが中心であり、たとえば

円からタイバーツへの両替であれば、円→米ドル→タイバーツと 2 回の取引を経由するのが中心であった。直接

交換とは、それを円→タイバーツと 1 回で行うことを指す。  

（４）貿易取引において、物流としては 2 者間での取引ながら、資金決済をグループ企業など第 3 者を介するこ

とにより、資金決済の効率化や為替リスクの集中管理を行うもの。  

＜リインボイスによる為替リスクの集中管理のイメージ＞  

通常    ：Ａ社（タイ） ⇒（タイバーツ） Ｂ社（マレーシア）～タイバーツのリスクをＢ社が負う）  

リインボイス：Ａ社（タイ） ⇒（タイバーツ） Ｃ社（シンガポール）⇒（米ドル） Ｂ社（マレーシア）  

          ～タイバーツのリスクはＣ社が負い、Ｂ社は米ドルリスクのみ。  

（５）ASEAN+3 において、金融協力を強化し、域内の一層の金融の安定を促進するための方策を研究するために、  

2003 年の会議で設立が合意された枠組。 2004 年から 10 年にわたり毎年個別のテーマでの研究報告がなされ  

た。その後は、 AMRO のテーマ別研究に統合された。  

（６）直近の 2017 年度のみ、米ドル 1.91％、 AMU2.07％とわずかながら AMU のほうが変化率が大きい。しか  

し、過去 5 年間の中でも当該年度のドル－円相場は非常に安定していた年であったことがわかる。また、 AMU 

自体の変化率も 5 年間の中で 小であったことから、AMU 利用のメリットを否定するものはでないと考えられ

る。  

（７） 2017 年 5 月に、前日終値と CFETS インデックスと呼ばれる人民元指数を参考に決定されていた毎営業日  

の仲値の算出方法を変更し、新たに「反循環的調節要因」も参考要素に加えるとの発表がなされた。これは、

詳細は不明ながら、市場心理の偏りによる一方的なレートの動きの抑制と国内経済ファンダメンタルズの変化

をより反映しやすくするものとの説明がなされた。従来と比して、急激な為替変動を防止する方向で、仲値設

定が可能になるとも考えられた。  
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