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 はじめに

第 13 回太平洋地域中央銀行会議の主要テーマである「金融政策と国際資本勘定
の構造」は、政策立案者、特に新興市場国の政策立案者にとって、非常に重要な
課題である。その意味では、以前、中央銀行で働いた者としての個人的な関心に
加え、OECD(経済協力開発機構)における現在の私の主要な責務の一つが、六機
構に未加盟の国々との協力関係に関することであるため、本日この機会を与えら
れてお話しすることができることは、特に喜ばしく感じられる。OECD は、加
盟国と共に世界経済の重要な担い手となっているアジア太平洋地域の新興市場国
との協力活動を、積極的に拡大している。国際資本移動の自由化は、個々の貯蓄
者、投資家、借り手のレベルばかりでなく、個々の国のレベル、さらにはグロー
バルなレベルにおいて多大な利益をもたらし得る。まず個々の経済主体のレベル
では、国内外の金融資産や負債について市場が決める条件の下で選択をする幅が
増えることになる。競争的で効率的な国際市場における短期･ 長期の貸し借りの
機会の拡大によって、経済主体は、各々の消費･ 貯蓄の組み合わせの時間的な配
分をよりよく行えるようになる。貿易決済条件が有利なものになることや、商業
上の信用供与や先物カバーの付与･ 利用、資産･ 負債構造の管理によって、リスク
が国際的に分散され、また、民間企業の経営の柔軟性が増し、商取引活動におけ
る資金調達コストの低減が可能となる。次に国のレベルでみると、開放された経
済は、国内外のショックにさらされるが、資本移動の自由は、これらショックに
対処するための資金調達をより円滑に行える場を提供するものである。さらにグ
ローバルなレベルでは、自由な国際資本移動は、要素所得の国際的収れんを喚起



し、世界経済の厚生の向上をもたらす資源の最適な配分を実現することによって、
自由貿易の効果を強化し得るものである。完全かつ効率的な市場で、そこに歪曲
(わいきょく)要因がない場合、その経済環境下における個々の経済主体の金融･
経済上の自由な決定は、大概は、公共の利益を促進することとなる。しかし、資
本市場に屯大な不完全性がある場合(この一例として、貸し手と借り手の間の情
報の非対称性が挙げられる)、自由な国際資本移動の利益が十分には実現されな
いことがある。さらには、資本市場の不完全性は、場合によっては、金融セクタ
ーから実体経済に及ぶ緊張を呼び起こす。確かに、不安定な資本移動に付随して
最近新興市場国で起きた金融危機は、これらの国に深刻な経済的、社会的、政治
的な打撃を与えており、国際資本移動の無制限な自由化に伴うリスクに対して強
い懸念の声が上がっている。こうした状況の下、学者間および政策立案者レベル
の双方で、資本取引規制の長所と短所をめぐる論争に火が点(つ)き始めている。
本講演では、自由な国際資本移動によってもたらされる利益を十分に享受するた
めの条件と、新興市場国における秩序ある資本自由化の重要性について論じたい
と思う。その中で、資本移動を規制することを支持する伝統的な議論や、それに
反対する議論の概要についても触れてみたい。また、金融のさらなる安定を図る
ため、新興市場国に流出入する資本のうち特定のタイプに限ってその移動を制限
しようとする選択的措置についても、検討する。

新興市場国における秩序ある自由化

自由な国際資本の移動によってもたらされる利益を最大限にし、資本自由化に付
随するリスクを低減するために欠くことのできない基本的な条件がいくつかある。
これらには、健全なマクロ経済政策、維持可能な為替相場制度に加えて、国内の
金融市場が良好に機能していること、不利な金融ショツクが訪れた場合の実体セ
クターにおける調整コストの低減に寄与する財市場･ 労働市場の柔軟性が、含ま
れる。以下では、いくつかの新興市場国で起きている最近の金融危機に照らし合
わせて、これらの条件をもう少し詳しく検討してみる。健全なマクロ経済政策･
状態の必要性については、広く知られている。安定成長をもたらす環境を達成し
維持していくことは、グローバル金融の安定に欠かせない要件であり、また、グ
ローバル金融の安定は高い経済成長をもたらす。しかし、新興市場国の多くに起
きている最近の事例を見ると、これらの国では、貯蓄率は高く、財政状況は健全



で、低インフレ高成長を維持している中で、しばしば大量の資本流入が起こり、
後に投資家の意向が逆転した際の悪影響を被りやすくなっているという問題が生
じている。固定為替相場制度の下では、資本流入がインフレ圧力を増すことにな
る。財政状況が健全で政府の規模が小さい場合、こうしたインフレ圧力を緊縮財
政によって完全に相殺することは難しい。インフレ圧力を抑制するような金融政
策の効果はどうか。不胎化介入は、資本流入に対応して金利が低下することを妨
げるので、外国資本の流入は継続することとなる。それでは、為替管理は、国内
金融政策の自律性を達成し、また、資本流入に伴う為替相場への圧力を軽減する
ために役立つだろうか。この点については、もう少し後で検討する。香港やアル
ゼンチンなどでは、過去数年間にわたってカレンシー･ ボード制度を成功裏に維
持してきた。しかし、物価と賃金に下方硬直性が見られる他の諸国では、カレン
シー･ ボードの運営に必要となる国内経済調整の重荷に耐えていくのは困難であ
り、安全戸として、為替相場制度の運営の面で、ある程度の柔軟性が必要となる。
しかし、固定為替相場制度から変動為替相場制度への移行は、タイミングを上手
に選ばないと、市場の混乱を招くことにもなりかねない。固定為替相場制度から
より柔軟な制度への移行は、マクロ経済状態が安定し、特に経常収支の状況が良
好な時期をねらって行うのがよいと思われしる。慎重な行動を促す規制と監督を
強化することの重要性については、既にかなり論議が尽くされている。OECD
加盟諸国の銀行には、新興市場国内における借り手の選別と信用供与の開拓を、
地元銀行の推薦に基づいて行う戦略をとっていたものも多いが、地元銀行は一般
的に信用評価能力が不足していたり、銀行監督が行き届かない環境の下で営業さ
れていたため、こうした融資戦略はうまくいかなかった。このことは、バーゼル
銀行監督委員会が 1997 年に打ち出した 25 の「コア･ プリンシプル」の適用を、
新興市場国の銀行が厳守することの重要性を浮き彫りにするものであるが、他方、
OECD 加盟諸国の銀行が国際業務をより慎重に行う能力を強化する方法を検討
することも、同様に重要である。先進 OECD 加盟諸国の銀行の健全性を強化す
る重要な手だてとしては、リスク加重自己資本適正基準がある。この面では、1988
年に成立した自己資本基準に関するバーゼル合意を、特に重要な業績として挙げ
ることができる。しかし、最近ではこの合意に関して、改革を望む声が高まって
きている。例えば、すべての OECD 加盟国の国債に関するリスクをゼロとし、
銀行に対する債権に関するリスクのウエイトを小さくする(20%)ようなリスク加
重のやり方については、近年の情勢に合わせて考慮し直すことが必要である。ま



た、自己資本の一部として計上している未実現キャピタル･ ゲインの評価額の(株
価変動に伴う)予期できない変化により、自己資本比率に過度の歪みが出たりす
ることがあるが、このようなことが起きないようにする手立てを用意しなければ
ならない。もっと広い意味では、個々の経営状況に沿っで慎重にリスクを計測･
管理するためのモデルを開発し、使用しようとする民間銀行自身の取り組みを、
バーゼル合意が妨げるものであってはならない。さらに、各国は、個々の状況に
照らして意義ある方法で、バーゼル基準を適用する必要があることも、ここで、
指摘しておきたい。この点、金融システムの自由化と規制緩和が急速に進行して
いる国の銀行の場合には、財務の健全性を維持していくため、バーゼル合意の定
めた最低限の自己資本比率をかなり上回る水準を保つ必要があることが、アジア
通貨･ 金融危機によって改めて浮き彫りにされたと言える。一方、格付機関は、
危機が表面化した後はじめて格付けの引き下げ競争に走ったようであるが、それ
以前に潜在的な問題に警鐘を鳴らすことはほとんどできなかった。こう言ったか
らといって、情報伝達と市場規律の強化において格付機関が果たしている重要な
役割を非難したり、格付機関の新興市場におけるリスクを効果的にモニターする
能力を向上させることの重要性を否定するわけではない。しかし、アジア通貨･
金融危機の残した教訓は、銀行が格付機関の意見に頼りすぎないように、銀行自
身の信用評価能力を改善する必要があるということである。格付機関といえども
通常は、個々の民間部門が一般的に手に入れることができるデータ以上のものに
アクセスしているわけではない。これは、透明性の向上という重要な問題につな
がる。IMF(国際通貨基金)の特別データ公表基準や銀行融資に関する BIS(国際決
済銀行)データは、市場参加者に真に意義のある情報を提供しようとする国際的
な努力の賜物である。さらに、最近発表された、いわゆる G-22 の透明性と説明
責任に関する作業部会の報告書の中で、民間セクターが投資銀行、ヘッジ･ ファ
ンドおよびその他の国際的投資家の国際的損益リスクに関する情報の開示をはじ
めとして、情報開示について改善することが求められている。同報告書はまた、
外貨準備、対外債務および金融部門の健全性についての公的当局による情報開示
を拡充する必要性についても強調している。最近の危機は、部分的で一貫性を欠
く資本の自由化が内蔵するリスクを明らかにした。短期資本移動の自由化が長期
資本の流れのそれよりも実態的にかなり進んでいた反面、企業の海外からの資金
調達能力が厳しく制限されていたので、短期資金流入経路が銀行に集中し、銀行
システムの脆弱性が拡大してしまったのである。金融自由化が、株式･ 債券市場



の面でもっと強力に進められていたならば、銀行システムヘの打撃はより少なく
て済んだのではないだろうか。また、金融資本市場の開放へ向けたよりバランス
のとれたアプローチを取るためには、堅固な企業統治の構造、政府･ 金融機関･ 民
間会社間の適正な関係をはじめとして、適切なインフラと枠組みを整備しなくて
はならない。G7(先進 7 カ国蔵相･ 中央銀行総裁会議)蔵相と中央銀行総裁は、1998
年 10 月 3(旧の宣言で、OECD に対し、世界銀行およびいくつかの規制機関と
協議の上、健全な企業統治と企業構造のための原則を取りまとめたガイドライン
を、99 年 5 月の蔵相会議までに早期に完成するよう、要請した。これを受けて
OECD は、加盟国の最適な慣行に基づいて企業統治のガイドラインを起草する
ためのタスク･ フォース(特別チーム)を設立した。タスク･ フォースの日約は、企
業の透明性と説明責任のレベルを向上させるための方策を明らかにし、株主の保
護と経営者の監督についての既存の規制の枠組みを強化することである。さらに、
企業統治の構造と経済パフォーマンスとの間の連関を明確にする、また、それぞ
れの国で正確にはどのような政策調整が必要になるかを明確にするという重要な
作業も進行中である。

金融の安定と発展を促進する上での資本規制の役割

多くの新興市場国において不安的な国際資本移動に付随して起きている現在進行
中の危機は、資本移動規制の正当性、範囲、形態についての議論を沸かせている。
資本移動規制を支持する伝統的な議論の一つでは、厚生経済学にみる「セカンド･
ベスト」の原則が持ち出されている。その議論では、市場に重大な歪みが存在す
る場合(これは特に途上国の場合に当てはまる)には、金融市場の運営にもある程
度の「最適」な度合いの歪みがある方が全体の厚生の向上につながる、という主
張がなされる。しかし、この議論の支持者といえども、公共政策の見地に立てば、
市場の不完全性を是正するための「ファースト･ ベスト」は、すべての市場、そ
れも特に金融市場における歪みの根源に取り組むことである、ということについ
ては賛成せざるを得ないだろう。この線上でのもう一つの議論は、資本移動規制
が、基本的には望ましいものではないことを認めつつも、国内斜,独政策の自律
性と為替相場の安定を同時に保持していくのには役立つ手段として、その効用を
重視するものである。過去 20 年間、先進 OECD 加盟諸国では、変遷する為替
相場制度とグローバルな金融市場が、金融面における衝撃の発生と伝播にますま



す大きな影響を及ぼす巾で、諸般の政策調整を迫られた。変動為替相場制度に移
行して、金融資本市場が急速な発展を遂げ高度化すると、グローバル化の潮流の
中で、実業界の姿勢も次第に国際化の様相を見せるようになり、先進 OECD 加
盟諸国では資本移動規制が緩和され、ついにはまったく除去されるに至った。
OECD 加盟諸国の中には、時折、選択的な規制手段に訴えて、資本移動に伴う
為替相場への圧力を緩和しようとする国もあった。しかし、新しい金融手段の導
入によって、既存の規制の枠外で国際資本移動の経路が開かれることが増えると、
金融資産の代替性の向上ともあいまって、満期の区分、当該金融手段の」性格、
貿易取引、あるいは商業取引ないしは金融取引とのリンクといった、ほぼ理論上
の区分に基づいて資本取引の規制手段を策定し運用することが、ますます困難に
なったのである。先進 OECD 加盟諸国では、国際的な経営を行っている国内事
業者、多国籍企業、金融機関や他の民間市場参加者などが、極めて広範囲にわた
る決定を行うことを考えると、通常の国際貿易、国際投資や国際金融取引にもは
っきりと介入してくるほどの非常に厳しい規制ならばともかく、普通の国際資本
取引規制の効果は限られたものにすぎないという事実が厳然としている。新興市
場国の、経済主体が積極的にグローバルな通商と金融に参加している現在、この
ことは多くの新興市場国にあてはまるようになってし･ る。資本移動規制は、そ
の全般的な効果の薄さに加えて、公平で均等なやり方で運用することが難しいの
で、かえってひどい歪みをもたらすことがあるという議論もある。殊に、制限的
な手段が取られると、個人投資家や中小企業の活動は妨げられるが、他方、より
大きな企業の場合は、事業活動が高度に多様化していたり、他の外国や国際市場、
仲介業者を迂回(うかい)することができるので、たやすく規制を逃れることが可
能である。資本移動規制に反対する議論で重要なものとしては、このほか、資本
移動に対する規制の賦課に伴うコストが、その規制を遵守するために民間セクタ
ーが強いられる諸活動のコスト特に規制が市場におけるインセンティブに反する
ものであった場合のコストを考慮に入れると、相当な規模となり、資源の浪賞に
なるという指摘がある。すなわち、政府当局者は、複雑多岐な運用制度を考え出
し、規制の対象となる経済主体の活動を微細にわたって監視するサーベイランス
機能を、構築しなければならないが、加えて、事業者や他の市場参加者も、当局
の規制に従うために、かなりのエネルギーを費やさなければならない。なお、資
本移動規制の運用手段として銀行システムが使われることが多いが、この場合、
当局の直接コストだけを見ると大したことはなくても、これは実は資本規制の運



用に費やされた経済資源全体のほんの一部分を反映しているにすぎないものであ
ることを見逃してはならなし。新興市場国において、現在進行中の金融危機に関
連した討論で真っ先に取り上げられている話題として、新興市場国に出入する資
本のうち、ある特定のタイプのもののみに制限を課すことについてどのように考
えるかというものがある。これに関して、外国からの直接投資の早期自由化のケ
ースと、その他特定のタイプの資本移動に課す制限的な手段について検討する。
これらの問題についての討論はまだ進行中なので、ここで明確な答えを出すつも
りはないが、本講演の初めの方で述べた金融経済と実体経済をうまくかみ合わせ
るための広く知られている条件を踏まえ、これらの問題について考えてみるのも
有益かと思われる。特定の経済セクターへの外国事業者の進出に対し(特にそれ
が「戦略的産業」の場合には)、敏感になる国は依然として多いが、外国直接投
資(FDI)の自由化がそれぞれの国の経済発展において非常に大きな役割を果たし
ているという事実は、広く認められるようになってきている。特に、外国企業に
対して子会社設立や地元の会社への参画を認めることにより、一般的に競争が増
し、国内事業体のノウハウや効率が向上することが期待し得る。同様に、民間事
業者の海外での事業活動の拡大を妨げる要因を除去することにより、外国市場を
開拓し、国際的活動をより効率的に配分できる可能性が非常に高まることとなる。
直接投資の自由化は、このように、世界貿易の拡大、世界経済のグローバル化、
また資源の全体的な配分の改善を促進する自由化のインパクトを、さらに推し進
めるものである。このような FDI の特性は、これを他のタイプの資本移動とは
区別しようとする議論において、しばしば着目されてきたところである。明らか
に、このようなアプローチを支持する論拠がいくつかある。例えば、FDI の規
制形態には、選別、登録･ 条件付き認可･ パフォーマンス要求など、他のタイプの
資本移動には当てはまらない特殊なものが含まれている。また、法的視点から見
ると、FDI 事業は、当事国間で締結される非常に多岐にわたる投資協定(大抵の
場合、投資にかかわる定義は広範に定められており、さまざまな形態の資本移動
が含まれる)に基づいて行われるものであるという、別の側面がある。このよう
な協定は投資者保護を確保し、紛争解決の機能を提供することを目的としている。
最後に、歴史的観点から見ると、このような FDI にかかわる区別は実際これま
で行われてきており、資本勘定の構成要素の中から特に FDI だけが取り上げら
れ、必ずしも完全な自由化とまではいかないものの、しばしば早期自由化の対象
とされたのは事実である。その一方で、FDI と他の国際資本取引との間の境界



線があいまいになってきていることも、ここで指摘しておかなければならない。
直接投資の概念については、直観的には単純明解に感じられるが、その実務的な
定義は複雑で、IMF や OECD のような機関がその分別方法の改善に努めている
にもかかわらず、灰色の部分がいまだ多く残されている。同時に、直接投資取引
にかかわる関係者間には、複雑で多岐にわたる「金融関係」の網が張りめぐらさ
れており、その中からある特定のタイプの取引を取り上げて、それが真にどのよ
うな性質のものであるかを分別するのは、容易なことではない。この問題は、こ
こ 20 年間の金融革新によって、さらに深刻なものになってきている。統計的な
見地からは有意義な区分が必ずしも経済関係の実態を反映していないこともあり
得るので、そのような情報を国際資本規制にかかわる方策の基本に据えると、間
違った方向にいってしまう可能性がある。不安定な国際資本移動の影響から各国
国内経済を隔離する手段として短期資本移動の選択的な規制を用いることが、最
近、新興市場国の金融危機に伴い、再び関心を呼ぶようになった。これは、確か
に新しい問題ではなく、例えばヨーロッパ諸国が資本取引の交換性を完全に可能
とする制度に移行した際にも、激しい議論の的になった。たとえこうした選択的
な規制の賛同者であっても、そこには概念的、実務的に非常に難しい問題が存在
し、不安的な短期資本の移動を効果的に規制できるような「経済的に筋の通った」
方法を考案することが困難であるということは、認めるところである。この点に
関する議論は、特定のタイプの取引に関する禁止および量的制限と、預託義務を
はじめ、主にそのような取引のコストのみに影響を与える課税的な手段とを、区
別して行われることが多い。量的制限に訴えることは、交換性の原則に逆行する
ことであり、ある一定のタイプの取引、あるいは金融市場の一区分をまるごと分
離できるという自信を当局が有していることを示唆するものである。規制を運用
しようとする場合に直面する実務上の困難性については、既に述べた。今日の金
融環境においては、金融資産の代替性の向上、新しい技術や金融革新などに伴い、
「望ましい」資本移動は許容しながらも、同時に他の範騰(はんちゅう)に属する
資本移動には制限を加えるような管理システムを効果的に運用することは、至難
な業になってしまっている。規制自体の効果に向けられる深刻な懸念とは別に、
問題として挙げられているものとして、ある特定の資本移動が、貿易関連なのか、
商業上のものなのか、金融上のものなのか、ヘッジなのか、あるいは純粋に投機
目的なのかを区別することがますます難しくなっているということがある。こう
した状況下、量的制限に依存しようとすれば、結果的には当事国の経済厚生に悪



影響を与えるようなひどい歪曲が生ずるリスクが増大する。資本移動の安定化策
として、一部の論者が「課税制度」(例えば無利子での預託義務を通して)の採用
に相対的な利点を見いだしていることの背景には、こうした量的制限のデメリッ
トに対する懸念がある。「課税制度」は、短期的な取引を思い止まらせたり、外
国投資家に特定の資産を最低保有期間を超えて保有させるインセンティブを与え
たりする。このシステムでは、取引の自由は確保されるが、取引のコストは、当
局の設定する時間的なパラメーターの影響を受けることとなる。この観点におい
て、これまで比較的長い経験を積んできたチリの事例について、かなり詳細にわ
たった分析がなされている。今日までの議論を踏まえて、ここでは 2 点につい
て指摘したい。第 1 は、チリの経験を扱った最近の研究によれば、規制の効果
についてはまだ実証づけられておらず、殊に、短期の対外負債の削減を狙ったチ
リの規制の効果については、暖昧(あいまい)な結論となっていることである。第
2 は、当初は外国からの借入れのみがチリの規制の対象であったが、その後預託
義務の適用範囲を相当程度拡大することを余儀なくされたため、97 年末には株
式資本の増加につながらない資本流入のすべてに預託義務が課せられる状態にな
ったという事実である。このことは、規制自身が普遍的なものでなければ、規制
の効果は確保できないという議論に則するものである。このような選択的規制は、
「通常」の状況下で政策手段として役に立つという見方については意見が分かれ
よう。しかしながら、OECD 加盟の数力国が以前ブレトンウッズ為替相場制度
下で同様の手段を試みた経験は、このような選択的な規制は、切迫した状況の下
では実効をあげられないということを示唆している。

終わりに

本講演においては、より安定したグローバル金融を達成するための方法について、
特に新興市場国に焦点を合わせて私見を述べてきた。その中で、新興市場国に流
出入する国際資本移動を安定的なものにするとともに、為替相場の安定と国内金
融政策の自律性を確保するための手段としての資本規制の長所と短所について略
述した。それとともに、グローバル金融統合による利益を十分に享受するために
は、新興市場国における秩序ある自由化がぜひとも必要であることを指摘した。
*本稿で示された意見は著者自身のものであり、必ずしも OECD の公式見解で
はない。本講演の準備に当たっては、OECD の職員、特に金融･ 財政･ 企業局の



作業成果を参考にした。
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