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国際金融の最近の話題 

―「身近な国際金融論」補講― 

 

 

堀 口 正 明 

 

 

はじめに 

 私は、2006年から帝京大学経済学部で教鞭を

とる機会をえた。これは、当時同大学で教えて

おられた伊藤侑徳教授が定年で去られる際、小

職を後任として推薦された経緯がある。伊藤さ

んは、小職の日本輸出入銀行（現「国際協力銀

行」）の先輩であられ、小職が、約30年間、日

本の海外事業支援の政策金融実践に携わってお

ること、その後の約10年間の㈱東芝での海外事

業支援活動、ほか学会での活動などから、弱輩

ながら、小職の国際金融等への知見を評価して

いただいたものと感謝申し上げるところである。 

 私は1940年生まれであり、戦中戦後、焼け跡、

復興、高度成長、石油危機、Japan as NO.1、バ

ブル景気崩壊、失われた20（以上）年、I Tバ

ブル崩壊、リーマン発端の世界金融危機、世界

同時不況、そして現在は世界経済不安定（米欧

日低迷、新興国インフレ）を経験中である。私

の知見がいくばくかお役に立てれば幸いである。 

 本論は、最近の国際金融論に影響を与えてい

るいくつかの諸事象を取り上げて論述するが、

基本的には、小職の帝京大学での「国際金融

論」講義のバージョンアップとトピックスに触

れたもので、副題として「身近な国際金融論」

補講としている。 

 帝京大学で、小職は当初「国際金融論」「開

発経済論」（学部 3 － 4 年生）それぞれひとコマ

（コマとは週 1 回90分講義、半期15回）づつ、ほ

か一般教養としての「英語」（学部 1 年生）ふ

たコマを担当した。2008年から「国際金融論」

ふたコマとなり、専門課程は「国際金融論」専

任となった（英語はそのまま）。国際金融論の

受講生徒数は通年300－400名程度であった。

2011年 3 月に定年70歳経過したので退職となっ

た。5 年間の帝京大学での教鞭生活であり、幸い

生徒は皆まじめに受講されていたという印象で

ある。八王子山麓のキャンパス生活も快適で

あった。以下「国際金融論」に絞って述べる。 

 当初、講義にあたっては、国際通貨研究所の

「国際金融読本」などを教科書として利用した

が、徐々に自分なりの講義メモを作成、2009年

に帝京大学学生用に「身近な国際金融論」

（DTP出版）（現在絶版）を発刊し、教科書とし

て利用した。国際金融は変化が大きいので教科

書では基本的なものに絞り、時宜に適うもの・

トピックスなどは講義メモで補充した。 

 しかし、教えていた2006年からの 5 年間は、

国際金融にとっては激変の時代であったといえ

るし、その後の現在も国際金融は激動中である。

「身近な国際金融論」も発刊後 2 年経るとかな

り補正が必要となる。年300－400名の学生が

「国際金融論」を勉強して、その後のフォロー

アップが必要である。そこで、「身近な国際金

融論」を補正して、受講した生徒への「補講」

という形で恩返しができないかと考えたのが本

論の契機である。もちろん、最近の「国際金融

論」への小職の考えを、「身近な国際金融論」

の著述などを引用しつつ述べてみたい。これが、

本論の副題 ―｢身近な国際金融論」補講の意味

である。 



- 104 - 

 本論の構成は、この「はじめに」の後、第 1 

部、国際金融全般の話題、第 2 部で国際金融の

取引面の話題、第 3 部では、国際金融に影響及

ぼす経済環境の変化などである。 

 本論は、サラリーマン生活、大学教鞭中も長

年にわたって支援してくれた、妻和子（2011年 

7 月逝去、享年64歳）に捧げる。 

 

第１部 国際金融全般にかかる話題 

 

１－１ 世界経済見通し 

 国際金融は国境を越えた資金のやりとりであ

り、貿易投資などの実体経済の流れに沿ってい

る。最近は実体経済と離れた資金のみの金融取

引がシェアーを伸ばし、リーマンショックなど

の今次金融危機（金融の暴走）を招来というこ

とも顕著であるが、基本は実体経済に沿うべき

であり、まずは世界経済の動きを理解しておく

必要がある。これは時々刻々変化していくので

大筋で理解していればよい。 

 

（１）世界経済の見通し 

 （IMF World Economic Outlook Oct. 2010） 

 

国地域 
09年GDP 

シェア％ 

09年GDP

実質伸び

％ 

10年GDP

実質伸び

％ 

11年GDP 

実質伸び 

％ 

世界 100 －0.6 4.8 4.2 

米国 24.6 －2.6 2.6 2.3 

ユーロ圏 21.6 －4.1 1.7 1.5 

日 8.7 －5.2 2.8 1.5 

英 3.8 －4.9 1.7 2.0 

カナダ 2.3 －2.5 3.1 2.7 

その他先進国 8.1 1.2 5.4 3.7 

 先進国計 69.1 －3.2 2.7 2.2 

中 8.5 9.1 10.5 9.6 

印 2.1 5.7 9.7 8.4 

ブラジル 2.7 －0.2 7.5 4.1 

ロシア 2.1 －7.9 4.0 4.3 

A S E A N 5 2.2 1.7 6.6 5.4 

中東アフリカ 4.9 2.0 4.1 5.1 

その他途上国 8.3  

 途上国計 30.9 2.5 7.1 6.4 

(注) NIES：その他先進国に含む 

    中東欧：その他途上国に含む  

 

（２）世界経済の回復と潮目の変化（出所：内閣府

「世界経済の潮流」、通商白書2010など） 

＊世界経済はリーマンショック後の今次金融危

機（注）、世界同時不況（注）で09年マイナ

ス成長から、世界的景気回復策の採用で回復

しつつあるがそのスピードは緩やか（民間主

導の自律回復は未だ）であり、欧米では失業

率高止まり、信用収縮（銀行貸出減少、証券

市場も低迷）も継続。アジアが中印中心に内

需拡大・資本流入で世界経済を牽引している。

南欧でのソブリンリスクが懸念され、先進国

需要減退と新興国需要拡大のバランスが問題

である。 

＊先進国の金融緩和による世界的流動性拡大

（新興国資源国への資金流入、資産価格上昇）

と通貨不安定（新興国等通貨価値アップ、競争

力減少での不景気）（国際商品価格アップ）

（資本流出の影響大、新興国での資本規制な

どの採用）の状況が継続している。 

＊世界的な財政赤字の拡大（国債発行急増、財

政の持続可能性不安）が懸念材料である。 

＊マクロ経済政策については、国際協調の必要

性（為替、財政、金融面での共通認識と政策

協調）（不均衡是正のための政策協調、監視

枠組み）（出口戦略検討）（金融機関規制）が

G20などで議論されている。 

＊今次金融、世界同時不況の要因には、金融シ

ステム脆弱化と共にグローバルインバランス

（巨額の経常赤字国（米）と経常黒字国（中

日アジア）の存在による経済影響）が指摘さ

れて、その是正がG20ベースで検討中である。 

＊アジア経済は、中国内需中心に拡大（輸入拡

大）するがテンポはやや緩やか（政策効果一

巡、インフレ懸念からの引き締め政策、不動

産価格抑制、人民元為替柔軟化、景気引き締

めも課題）。ほかのアジア諸国は中国向け輸

出で需要充足しつつ、アジアは「世界の工

場」と「世界の市場」でもある側面を示す。 

＊アメリカ経済は、回復テンポ緩やかで、ジョ
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ブレスリカバリー。再再度金融緩和政策（雇

用対策、信用収縮対策、デフレ懸念）（FRB

のBS悪化）が期待され、一方財政赤字拡大に

反対の世論もある。 

＊ヨーロッパ経済は、ドイツなど中北欧（外需

主導で回復、他国支援に消極的）と南欧諸国

との格差大（国債金利、財政、輸出競争力、

金融システム、ユーロ資金流入）し、ギリ

シャ財政赤字問題から、同国の財政再建、救

済融資が検討され、南欧諸国のソブリンリス

ク、ユーロ信認への影響、財政統合かユーロ

解体の議論もある。 

＊日本経済は、少子高齢化による需給、投資不

足と財政問題がネックで有効な対策を打てな

いのが実情である。このように90年代からの

景気低迷と政策欠乏の状況が、現在の米欧の

有効策打てない事情に類似しているとして、

米欧の「日本化」現象と称する向きもある。

日本は2011年 3 月11日の東日本大震災の影響

が財政、景気への下押しともなっている（復

興政策による上押しの期待）。 

＊ヨーロッパを震源とする世界的不景気の懸念、

保護主義懸念、貿易投資縮小。財政再建と金

融緩和策の継続・景気対策との調整と工夫の

必要性（出口政策での先進国内ふぞろいと新

興国での景気過熱対策とその影響）など課題

山積である。 

（注）本論では、「今次金融危機」と「世界同時

不況」が頻繁にでてくるので、以下定義

しておく。 

 1 ）今次金融危機：米国のサブプライムローン

問題に端を発した欧米金融機関の損失打撃、金

融機能の不全から、世界的に資金循環に支障を

来す事態（金融危機）が、2007年後半、特に

2008年 9 月のリーマンブラザーズ（米国大手証

券会社）破たんから顕著となった事態をいう。 

  1 － 3 年間にわたる米欧政府中心に金融機関

への公的資金投入などで、幸い世界的な金融シ

ステム崩壊は避けられたといえる。しかし、そ

の副作用とも言える財政問題からギリシャを発

端とする欧州債務不安が生じ、いわば第二の金

融危機の再来が懸念されているが、「今次金融

危機」ではその前の危機状態を指す。 

 2 ）世界同時不況：今次金融危機による信用収

縮が経済活動を妨げ、消費、生産、そして投資、

貿易活動の収縮となり、経済・金融のグローバ

ル化により、その影響は急速に世界的な経済活

動の停滞化（不況）に及んでいる事態をいう。 

 先進各国新興国の財政出動などの景気刺激策

で2010年には回復基調とはなったが、その副作

用ともいうべき、次の世界経済不安（欧州債務

問題、米国景気低迷、新興国のインフレ懸念

（ 3 重苦）が生じており、世界の景気悪化によ

る第二の世界同時不況が懸念されている。ここ

ではそれを含まない前の段階である。第二の世

界同時不況があるとしても、各国とも財政出動

は制約されるから、解決策は難しく国際協調が

一層求められるであろう。  

 

（３）世界的な資金循環概観（通商白書2010より） 

＊従来（リーマン前）の米国を起点とした資金

循環は、アジアからの米国債中心の証券投資、

欧州からの民間株債券中心の証券投資の流入

と米国の欧州への投資、アジア中南米等の民

間部門への投資の流出、その差額は、経常収

支赤字、国内消費に充当されたとみなされる。

これは米国に低金利債務とハイリターンの投

資で所得収支黒字を維持させていた。 

＊今次金融危機で、アジアからの米国債投資を

除き、米国起点の資金ルートは逆流とストッ

プした。 

＊金融危機回復後（09年後半）の資金循環は、

小規模（ 1 / 3 ）ながら米国中心の資金循環回

復、新興国への流入は危機前に回復（景気刺

激策、成長格差、過剰流動性による）。しか

し、ギリシャ問題などから欧州オフショアと

の資金移動は逆流ないし途絶。アジア中南米

中東は危機以前近くに落ち着いているが、米
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国への資金流入規模は危機前の半減、流出は

アジア倍増その他ほぼ回復したと見られる。

資金フロー面で、アジア中南米等新興国の存

在感高まる。 

 

１－２ 国際金融の新しい動き 

 国際金融の主要項目ごとに、国際金融の新し

い動きをまとめてみた。いわば“変貌する「身

近な国際金融論」”とでも言える。 

 

（１）国際通貨体制 

＊米ドル基軸通貨揺るがぬも、相対的シェア低

下。ユーロは一時ほどの勢いなく脆弱性顕在。

円は国際化後退傾向なるも資産効果、FDI拡

大での期待はある。ドル、ユーロ安から資産

通貨として円高傾向が続いている。英ポンド

は円と同様シェア。人民元の国際通貨として

未達なるも地位上昇。 

＊先進国での急激な為替急変動への監視が求め

られ、新興国での資本管理も容認される方向

である。 

＊新基軸通貨議論（当面米ドルは動かぬもSDR

利用の議論あり）（SDR算定通貨に人民元を入

れるかの議論あり）が新興国より提起されて

いる。 

＊外国為替レートの変動は、経済のファンダメ

ンタル反映よりは資金運用反映によっている。

少なくとも短期的には言える。 

＊「通貨戦争」と2010年 9 月、伯マレテガ財務

相が発言、米の量的緩和によるドル安、新興

国への過剰資金流入惹起しているとドル基軸

通貨体制を批判する。 

 

（２）グローバル化の拡大（取引市場、当事者拡

大、資金目的、リスク） 

＊今次金融危機でその世界的波及の拡大迅速化

（スピルオーバー効果、大規模資金移動）（世

界的セイフティーネット未構築）がみられた。 

＊グローバル化と共に地域統合の動きもみられ

た。ユーロ圏拡大と危機（欧州版IMF・ESM

／欧州金融安定基金EFSF）。東アジア共同体

的構想検討など。 

＊取引関係者・市場の拡大（銀行主体から機関

投資家、ファンド取引／証券化）、国家の参

画（SWF、国家資本主義台頭）が見られた。 

＊世界の資金循環の変化が、貿易、FDI、国家

等の資金ニーズたる実体経済資金から、証券、

外国為替など投資・投機資金のシェアーが増

加している（世界の外国為替取扱高 4 兆ドル

／日とも言われる）。 

＊経済のグローバル化と共に、インターネット

発展による、政治のグローバル化ともいえる、

チュニジア、エジプト・リビアと政権崩壊、

中東での政治体制変革の気配（「アラブの

春」といわれる）（ソブリンリスク）が起き

つつある。 

  

（３）国際協調の必要性拡大 

＊G 8 の地位低下とG20の重みが拡大しつつある

が、G20も意見集約に限界露呈している。 

＊G 8 が国際金融面中心での政策（経済・財

政・通貨政策）議論中心で、G20議論は、地

球環境問題、貧困、貿易、投資など幅広い。 

＊G20会議の限界が危惧されるが、G20財務大臣

中銀総裁会議は存在意義を示している。2011

年の 2 回の共同声明要点（注）を示す。 

(注) G20財務大臣中央銀行総裁会議  

＊2011/ 2 共同声明（パリ） 

  世界経済回復基調にあるも、先進国（緩

い）、新興国（景気過熱懸念）のTwo Speed 

Economy（バーナンキ）の状態。国際的不均

衡縮小目指すため、不均衡実態調査指標（ 4 

月にガイドライン）として、公的債務、財政

赤字、民間貯蓄率、民間債務、貿易収支、投

資所得、対外移転ネットフロー（外貨準備明

示せず）を示す。ほか、商品市場注視し、一

次産品価格注視、透明性確保、市場乱用防止

求める。国際通貨体制では、IMF機能強化、
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SDR利用検討、過度の変動監視 柔軟性ある

為替制度、悪影響ある資本移動軽減など検討。

金融セクター改革堅持。 

＊2011/ 4 共同声明（ワシントン） 

  世界経済回復しつつあるも日本震災、中東

情勢、資源価格高騰など警戒する。 

  世界的不均衡での是正対象国選定指針とし

て、世界GDP５％以上の国とする。国際通貨

システムでは、無秩序な動き回避措置合意し、

SDR構成通貨拡大検討する。インフレを懸念

し、食料資源など一次産品価格上昇対策検討。 

＊上記以後では、欧州債務問題が主要議題となっ

ている。 

 

（４）経済パワーシフト 

＊一般的に、世界経済、国際金融面での先進国

から新興国特にアジアへのパワーシフトが起

きているのは理解できる。先進国でも米、欧州、

日本間の相違（景気対策、財政政策、通貨政

策）があり、新興国でも中国インドなどの成

長著しい国々とその恩恵に与る国々とそれ以

外とに分化している。 

＊中国は、2010年GDPが日本を抜き世界 2 位、

名目GDPは中国、5 兆8786億ドル、日本は、5 

兆4742億ドル。日本は42年間守った世界 2 位

から 3 位、なお一人当たりGDPでは中国は日

本の10分の 1。（2011/2/14内閣府） 

 

（５）金融工学の発展と規制 

＊今次金融危機での誘因となった金融工学的発

展であるデリバティブ・証券化の発展とその

リスク顕現が生じた。そのデリバティブ商品

への規制が検討されている（金融機関規制の

一環として）。 

 

（６）世界的資金循環の変化（グローバルイン

バランス問題） 

＊従来の資金ある先進国から資金ない途上国へ

の資金循環が変調してきた。途上国特にアジ

ア・中国からの経常黒字の、先進国特に米国

への流入と、投資・投機資金の先進国からの

途上国への流入が生じており、従来の先進国

が資金協力しているとの、経済協力概念のパ

ラダイムシフトが生じている。 

＊新興国のODAが95年の10億ドルでシェア1.7％

から08年145億ドルでシェア12％と意味ある

増加を示す。（ JICA’s World 2011年 1 月） 

 

（７）金融セクターへの規制（安全性、健全性） 

＊自己資本比率規制（バーゼル 3 ）のほか、今

次金融危機での銀行救済と見返りの規制が検

討されている。 

＊規制内容は、個別金融機関規制からマクロ的

金融セクター規制（市場、金融商品規制な

ど）、銀行規制から金融セクター全般への規

制、破綻処理等整理メカニズム確立（自助整

理、納税者負担回避）に及ぶ。 

 

（８）日本の国際金融面での地位低下 

＊円の国際化後退、人民元の台頭と言われてひ

さしいが、日本の国力は、少子高齢化（生産

年齢層減少、貯蓄減少、消費減少）の影響、

円高不況（08年103円から10年87円、11年 8 月

75円と過去最高）で強さが出てこない。 

＊日本の経済規模も世界 3 位へ後退、ODAの拠

出ランクも世界 5 位へ下がる。 

＊しかし、貿易面の強み（部品素材供給、環境

製品など）、膨大な国内金融資産の活用、海

外へのFDIの進展などから国際金融面での回

復、また日本企業の円高対策も進展しており、

今後の展開も期待できるのではなかろうか

（2011/ 2 /13日経ヴエリタス）。 

＊また、日本の輸出が北米からアジアにシフト

した影響で、円建て取引の増加も見えてきた

ようである（2011年上期、日本の輸出ではド

ル47％、円42％、ユーロ 7 ％（10年前の2001

年下期、ドル52％、円36％、ユーロ 6 ％）財

務省）。 
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（９）国際金融に影響する分野の拡大 

＊新興国論、排出権取引（温暖化ガス削減）、

サブプライムローン問題（リーマンショック

など）、税務会計、証券化、国際会計基準な

どは、国際金融面からもある程度理解してお

く必要がある。 

 

１－３ 東日本大震災の影響 

 2011年 3 月11日（金）午後 3 時 東北関東太

平洋沖でマグニチュード 9 地震発生、連れて大

津波が岩手宮城福島茨城等を襲った（東日本大

震災という）。 

 地震、津波、原発（福島）、電力不足、死者

行方不明 2 万、避難一時40万以上、電力等イン

フラ破壊、被爆懸念、震災による日本経済への

影響、世界経済への影響、円高など通貨状況、

株式市場などの金融市場への影響がでている。

国際金融面での影響は途上であるが以下紹介す

る。 

 

（１）円高状況継続 

 震災後、一時76円と95年 4 月以来の円高、G 

7 協調介入で81円と下がるも、11年 8 月には75

円と過去最高となる。政府は単独介入するも70

円台後半と円高基調が変わらない（10月末も介

入）。震災で日本経済の打撃を考えれば円安と

みるのが妥当だが、為替レートが経済のファン

ダメンタルよりは投機資金の動きによるとみる

例である。また、円がドル安、ユーロ安の投機

資金の受け皿という面が強い。 

  

（２）日本金融市場 

 株価が、震災受けて日本企業業績、日本経済

全般への悲観的見方から東証では9000円台割り

込む事態も出現、また、米欧景気不安、新興国

の金融引き締め懸念から世界的に株安を招来し

ている。債券市場も債券価格が下落（金利上

昇）、格付け会社ムーディーズは 8 月に日本国

債格付けを中国並みに引き下げた。震災影響も

あるが財政見通し不安が主因である。 

 

（３）日本経済の経済的損失 

 阪神大震災の10兆円規模以上、20兆円以上

（日本経済研究センター）（復興に 4 － 5 年か）

（公的資金14兆円＋民間 6 兆円 11/ 3 /21日経・

経済教室）とも言われる（政府試算16－25兆

円）。以上に加えて、原発福島被災、計画停電

等電力不足・サプライチェーン寸断・消費者マ

インド冷え込み等による経済活動停滞の影響が

ある。 

 大震災後の国際収支状況では、輸出力減退、

輸入増大、海外移転などのFDI増加、一方企業

体力低下による対外投資低下などが生じてない

か注目される。 

 

（４）世界経済 

 日本からの部品供給途絶で、自動車電機等製

品生産に影響、特にアジアASEANに表れた

（2011年 7 月のタイ大洪水も影響）。日本市場収

縮による対日輸出減少の影響、日本金融市場収

縮、対外公的資金減少懸念による日本からの資

金調達への影響（ODA、OOF、民間資金サム

ライ債、FDI）などがある。 

 

第２部 国際金融の取引面での話題 

 

２－１ 世界の海外直接投資（ FDI/Foreign 

Direct Investment） 

 

（１）世界の直接投資（FDI）動向（次表） 

 

（２）今次金融危機、世界同時不況を受けての海外

直接投資動向 

（出所：上記WIR2011, 海外投融資2011年 1 月号

「世界と日本の海外直接投資動向」ほか） 

 

＊世界全体では、07年 2 兆ドルから08年1.7兆ド
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ル、09年1.2兆ドルと激減、上昇傾向にあった

世界FDI が今次金融危機、世界同時不況受け

て世界的に減少した。 

＊しかし、各国の危機対策から企業収益改善、

世界経済回復の兆候がみられ、FDIは09年で

底を打ち、2010年1.2兆ドル、2011年1.3-1.5兆

ドルと回復みられるも、07年並みの本格的回

復は12年（1.6- 2 兆ドル）まで見込めない。こ

れも世界経済の脆弱性などの危険要素をかか

えている。 

＊受入れ状況の特徴としては、特に先進国向け

が減少、途上国向けの比率上昇。M&A投資の

減少が顕著。金融業減少大。BRICs への投資

は堅調であった。 

＊出し手状況の特徴としては、BRICs 等新興国、

産油国などの政府系ファンド（SWF）の投資

が増加している（南南投資）。先進国からの投

資引き上げ（資産目減り）も目立つ。 

＊各国の投資受け入れ政策は、自由化・促進・

規制緩和の方向である。また国際投資協定が

増加している。 

＊2010年に回復傾向がみられるが、これは主と

して途上国への投資が回復したこと（全体の 

1 ／ 2 ）、出し手としても途上国が伸長した

（全体の 1 ／ 4 、特に南南投資）ことによる。

また受入れFDIの形態も出資以外の幅広いビ

ジネスに波及している。発展途上国の世界経

済への重要性が増している証左でもある。ま

（１）世界の直接投資（FDI）動向 

出所：UNCTAD世界投資報告World Investment Report 2011）（単位10億ドル） 

地域・国 inflow outflow 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

世界 983 1462 1971 1744 1185 1244 882 1405 2175 1910 1171 1323 

先進国 619 978 1307 965 603 602 746 1155 1829 1541 851 935 

 (日本) 3 －7 23 24 12 －1 46 50 74 126 75 56 

 (米国) 105 237 216 306 153 228 15 224 394 309 283 329 

 (EU25-27) 496 582 851 488 347 305 607 690 1199 906 434 476 

発展途上国 332 429 573 658 511 574 122 227 294 307 271 328 

 (アフリカ) 38 46 69 73 61 55 2 7 11 10 6 7 

 (ラ米) 78 98 170 207 141 159 34 68 62 81 46 76 

 (アジア) 216 285 340 378 309 359 86 152 222 219 220 245 

   (西アジア) 45 67 78 92 66 58 12 22 34 40 26 13 

   (東アジア) 116 132 151 185 161 188 52 85 114 133 143 174 

中国 72 73 86 108 95 106 12 21 22 52 57 68 

   (南アジア) 14 28 34 51 42 32 4 15 18 20 16 15 

インド 8 20 25 43 36 25 3 14 17 19 16 15 

(東南アジア) 41 57 75 47 38 79 18 29 55 25 34 42 

南東欧CIS 31 55 91 121 72 68 14 24 52 60 49 61 

  (南東欧) 5 10 13 13 8 4 0 0 1 2 0 0 

  (CIS) 26 45 78 108 64 64 14 23 50 58 47 61 

    

LLDC 7 23 26 33 26 23 1 1 2 4 4 8 

産油国 48 77 92 126 17 28 58 49   

途上国(除中国) 244 361 446 512 105 194 263 241   

EU 15 449 571 767 434 601 679 1175 824   

CIS：独立国家共同体 Commonwealth of Independence State, 旧ソ連の共和国によって創設された共同体、

1991年12月発足。ロシア、ウクライナ、ベルラーシ、コーカサス諸国、中央アジア諸国など12国、 

LDC：後発発展途上国Least (Less) Developed countries アフガニスタン、アフリカ諸国等  

EU25-27：2007以降はEU27 
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た多国籍企業の途上国への進出も特徴的であ

る。 

 

２－２ 日本の海外直接投資（ＦＤＩ） 

 日本の海外直接投資は、日本企業の国際化

（輸出から投資、委託生産から現地進出、国際

提携・M&Aなど）に伴って、基本的には拡大

傾向を保っているが、その進展は、日本経済の

対外関係変遷（貿易摩擦、円高、バブル展開、

アジア通貨危機、同時多発テロ、資源確保戦略、

国際競争力戦略）によっても影響受けるし、海

外進出はそれなりの企業体力を必要とするので、

日本の景気変動も影響する。 

 以下、最近07年からの傾向をフォローしてみ

る。データ出所はジェトロである。 

 

（１）日本の地域別対外直接投資（単位10億ドル） 

 07 08 09 10 11(1-6) 

世界 73 131 75 57 33 

アジア 19 23 21 22 14 

（中国） 6 6 9 7 5 

（NIES） 6 6 6 7 3 

（ASEAN 4) 5 4 4 4 4 

北米 17 46 11 9 3 

中南米 9 29 17 5 0.5 

大洋州 4 6 8 6 4 

西欧 21 23 18 15 11 

ほか 2 3 0 -1 1 

（出所：ジェトロより堀口作成） 

（注）NIES：台湾、香港、韓国、シンガポール 

（注）ASEAN 4：タイ、インドネシア、マレーシア、

フィリピン 

（注）ほか：東欧ロシア、中東、アフリカ 

 

（２）日本の業種別対外直接投資（単位10億ドル） 

 07 08 09 10 11(1-3) 

製造業 39 45 33 18 5 

（輸送機) 9 11 1 －4 －1 

（電機) 5 6 3 1 0.5 

（化学医薬) 4 12 7 8 2 

非製造業 34 86 42 39 5 

（卸小売) 5 13 8 2 2 

（金融保険) 19 52 15 11 1 

合計 73 131 75 57 10 

（出所、注：前表に同じ）  

 

 

（３）最近の日本の対外直接投資（ＦＤＩ）動向 

１）2007-2008年（増加、最高額） 

＊増加傾向が続き、過去最高だった07年を超え、

08年は1300億ドル（13兆円）となり過去最高

となった。 

＊増加主因は、非製造業の伸長である。金融保

険、卸し小売、エネルギー開発の鉱業の 3 部

門が主導した。08年では、欧米の金融危機の

影響で、欧米金融機関への邦銀の増資参加の

要因が大きい。従来は製造業 FDI が牽引して

いた。 

＊先進国への大型 M&A 増加が寄与。地域的に

は、欧米、中南米（ケイマン諸島などのTax-

Havenなど）への増加が大きい。 

＊アジア向けでは、インド（医薬など）、ベト

ナム（WTO加盟07年 1 月）の伸長が目立つ。 

＊製造業は、非製造業の増加で、年間シェアー

は 5 割を切ったが、金額自体は堅調である。し

かし、従来の主役である輸送機械器具、電気

機械器具を超えて、化学医薬が伸長してきた。 

２）2009年-2010年（大幅減少） 

＊今次金融危機、世界同時不況を受けて、日本で

もFDIが減少した（ほぼ半減）（世界動向では

2008年で既に減少、回復は2010年（UNCTAD））。 

＊減少は全地域で見られるが、特に北米、中南

米、西欧で大きい。減少の半分は北米。 

＊全業種で減少しているが（食料は増加）、非

製造業では、特に金融部門が前年の反動、金

融危機受けて減少している。 

＊減少の原因は、今次金融危機、世界同時不況

の影響で、世界的に市場が縮小して投資機会

が減少したのも考えられるが、企業自身の投

資余力が減少しているのも大きい。 

３）我が国製造業の海外事業（ＪＢＩＣ（国際協力銀

行）2010年度「海外直接投資アンケート」） 

 日本のFDI 動向をみる上で従来から参考とな

る上記アンケート要点を以下示す。リーマン

ショック後の企業意向がみれる。 

＊リーマンショック後も海外展開に積極的であ
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る。特に新興国の中間層向け市場を狙う。し

かし、ここは中韓台企業との激烈な競争市場

でもある。 

＊FDI 有望先としては、中期的には中国依然

トップ、印、越、インドネシアと続く。10年

くらいの長期的には印がトップとなるのは最

近の傾向。 

＊産業別には、従来の内需型である食品などの

海外展開姿勢が目立つ。世界同時不況で減少

目立った自動車（輸送機）は回復しつつある。 

＊進出先課題では、中国での労賃上昇、法制運

用不透明、最近の尖閣諸島事件受け中国リス

クが意識されている。印越ではインフラ未整

備など従来通り。 

４）今後の回復期待 

＊基本的に海外市場への依存は強くなるので、

海外生産販売拠点構築のためのFDIニーズは

大きい。特に新興国の中間層含むボリューム

ゾーン市場が対象。 

＊日本企業の技術力、経営ノウハウなどの優位

性を活かした投資が期待される。 

＊投資分野としては、先進国含む世界的なイン

フラ整備事業への投資（原発、ほか電力など

のエネルギー、交通、水、廃棄物などのサー

ビス産業）、省エネ環境分野、保健事業、エ

ネルギーなどの資源開発、卸し小売などが有

力である。しかし、企業の投資余力、新興国

市場での競争から回復への障害多い。 

＊2011年途中であるが、既に半期で、2010年の

半分以上とはなっている。しかし今後を見る

意味で、3 月の東日本大震災による影響（SCM

崩壊による企業体力低下、逆に日本からの脱

出を試みる企業など）と過去最高に達する円

高による影響（国内生産の競争力なしとし海

外展開検討する企業）を注意しなければなら

ない。 

＊2011年度 JBIC アンケート（11年12月報告）

では、円高、震災受け中小企業含め海外事

業強化の方向。新興国中心にM&A取り込む。

震災で SCM 見直し進む。インフラ分野は関

心あるも、まだ部品機器供給レベル。 

 

２－３ ギリシャ危機とユーロ 

（１）問題 

 2009年10月、ギリシャの財政赤字（GDP比

12％）拡大公表、同国の国債のプレミアムが拡

大、国債不払い（債務不履行default, ソブリン

リスク発現）懸念が生じた。ギリシャ国債の金

利上昇と国債消化が懸念され、他のユーロ国

（PIIGSと言われるポルトガル、イタリア、ア

イルランド、ギリシャ、スペイン）への伝染、

ユーロ不安、欧州での金融危機懸念。欧州緊縮

財政が世界経済下振れリスクを招来すると心配

されている。 

＊本危機が有する基本問題は、ユーロ圏では、

金融政策はECBで統一されているが、財政は

各国が自律的に行い、為替、金利で財政、

景気対策を行うことができないという通貨

統合、市場統合、金融統合のユーロ圏の基本問

題であった。 

＊本危機が金融面で影響が波及するのは下図の

通りである。 

株式市場 債券市場為替市場 銀行間市場

資本市場金融市場

ギリシャ国債問題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        信用収縮    ユーロ安      ギ国債売れず金利高 株安 

        ドル不足    ドル円高      米国債買い増加   株安連鎖 
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（２）欧州債務危機に波及 

＊欧州の銀行では、ギリシャ国債を多量に保有

する欧州銀行に損失発生懸念、自己資本毀損、

ドル不足が生じている。 

＊投資家は、ユーロ資産売り、ドル円資産買い、

リスク資産から質の逃避（米国債、円買い、

金など）。 

＊ECB（ユーロ中銀）は、緊急融資枠、ギリ

シャ等国債買入で債券市場支え、一方インフ

レ懸念から金融緩和には一定の制約がある。

IMFは、緊急融資枠設定でECB、ユーロ諸国へ

の資金供給支援する（緊縮財政など条件付き）。 

 日米欧中銀は、ユーロ圏へのドルスワップ供

給で支援。  

＊当該ギリシャは、財政緊縮政策、国債償還で

市場信認を求めるも懸念あり。通貨安によ

る輸出増加不可、金利アップなどの政策取

れない。政治不安もある。 

＊ユーロ経済は、財政緊縮政策継続、景気悪化

懸念、不良債権未処理・積み上げ、ユーロ

安（輸出増加期待も輸入インフレ、負債返

済増加で負担にも）の基調、ユーロ協調体

制（援助側の中北欧、支援要の南欧との対

立）（ギリシャへの支援基金設置、共同債、

財政統合への方向）が課題である。ユーロ

中北欧諸国では、ギリシャ支援が国民の同

意えられるか。 

＊米国経済は、対欧州投資劣化引き上げ、対

ユーロ・ドル高、輸出減少、資金の米国へ

の還流などがみられ、欧州での景気政策発

動を期待している。 

＊日本経済にとっては、円高ユーロ安による輸

出減少、対欧州投資劣化の影響。新興国経

済では、ユーロ安による輸出減少、株安、

景気悪化、外国からの投資の引き上げが懸

念され、ユーロ資産圧縮もある。 

＊現在（11年12月）、ギリシャ危機は、ユーロ

危機、欧州債務危機に発展、救済スキーム

として、EUベースのEFSF、IMF、欧州IMF

と言われるESM（注）などが検討され、財

政規律強化など財政統合も志向。 

（注）EFSF：European Financial Stability Facility

欧州金融安定基金。 

   ESM：European Stability Mechanism 欧州

安定メカニズム。 

 

２－４ 資産・資金運用（リスク、リターン） 

 国際金融は国境を越えた資金のやりとりであ

るが、その目的のひとつは、将来の利潤（リ

ターン）であり、合わせて、その確実性（リス

ク）の確保である。機関投資家はまさに顧客

（企業、個人）から集めた資金を証券投資等で

運用することを経常的事業とする法人・団体で

ある。では、その資産・資金運用はどう展開さ

れるのであろうか。 

 

（１）典型的な資産の種類 

＊預金 現金 他国通貨 

＊株（上場店頭 公開未公開 普通・優先 国

内国外 ベンチャーキャピタル） 

＊債券（国債 社債 国内債国際債） 

＊金融商品（デリバティブ先物・スワップオプ

ション、CDS、CDO MBS）投資信託（株

式 債券 index投資） 

＊実物（金 大豆 石油 現物 不動産 企

業）  

＊ファンド（ヘッジファンド 買収ファンド 

未公開株 エンジェルファンド 企業再生

ファンド） 

 

（２）取引の種類 

取引：市場経由 相対取り引き 先物デリバ

ティブ 空売り M&A 

リターン；キャピタルゲイン 配当 利息  

リスク； 支払 為替 価値下落 交換   

ポートフォリオ戦略；分散投資 
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（３）リスクリターンによる資金運用の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 資金運用はリスク面からハイリスク・ハイリ

ターンかローリスク・ローリターンに収れん

（上図楕円）する。 

 （説明、上図参考） 

 A 領域（ハイリスク、ローリターン）は魅力

ないので応募なし、ハイリターン求めて B 領域

（ハイリスク、ハイリターン）に応募するよう

動く。 

 D 領域（ローリスク、ハイリターン）は魅力

あるので応募殺到し、競争状況からローリター

ンになって C 領域に移行する。 

 結局、資金運用は、ハイリスク・ハイリター

ンかローリスク・ローリターンかに分かれ、ど

ちらかは、運用環境（景気動向など）、投資家

心理などによることとなる。 

  

２－５ 為替レートの種類  

 外国為替レートの種類を理解しておく必要が

ある。 

 

（１）名目為替レート 

 当日外国為替市場で取引されているレート 

 表示：円建て（ 1 ドル＝100円）（一般的）、外

貨建て（ 1 円＝0.01ドル） 

 適用：外国為替市場で実際取引・交換される

レート、2 通貨間表示、経済取引に適

用されるし、時価評価にも適用される。 

（２）実質為替レート 

 意義： 2 国通貨でのインフレなどの物価変動

を排除・考慮したレート（対象商品の

国際競争力判定に必要）、反対：名目

為替レート 

 計算：円ドル実質為替レート＝円建て名目為

替レート＊米物価指数／日物価指数 

 適用：物価変動を排除した対象商品の価値把

握に必要なレート。例えば、同一商品

がインフレで 2 倍になれば名目レート

は 1 ／ 2 に下落するが実質レートは同

一で変更なし。 

 

（３）実効為替レート／名目実効為替レート・実

質実効為替レート 

 意義：各通貨との関係を貿易額などで加重平

均化した指数（上記 2 レートは 2 国通

貨間、本レートは取引通貨全般での通

貨価値をみるもの） 

 計算： 日本 1973年を 100とし、外貨建て円

レート使用  1 円＝0.01ドル 

（計算例）（XYZ 3 国と交易、基準年

レートabc、現在レートa’ b’ c’、貿易比

率 3，2，1、） 

実 効 為 替 レ ー ト ＝ 100 ＊ （ a’/a*3 

+b’/b*2 +c’/c*1）/(3+2+1) 

（採用為替レートにより、実質実効為

替レートと名目実効為替レートがあ

る） 

 

（４）購買力平価 

    （Purchasing Power Parity/PPP） 

 以上が為替相場という取引をベースにした為

替レートであるが、同一商品に対する通貨の購

買力から為替レートを決める考え方。 

 ここでは貿易自由化、関税運賃捨象前提で、

対象商品（消費者物価、卸売物価、輸出物価な

ど）、為替相場取引に入らない非貿易財、競争

が働きにくい分野などの考慮如何で結果が異な
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る問題がある。 

（注）平価：通貨の対外価値示す基準、金平価、

IMF平価があるが、1973年変動相場制以降使用さ

れていない。 

 

（５）通貨バスケット 

 自国通貨を主要な貿易相手国通貨の加重平均

と連動させるレートの決め方。固定相場制での

為替政策のひとつ（経済新語辞典・電子辞書）

（中国、ロシア、シンガポールなど採用）。円

70％、ドル30％のバスケットであれば、円が対

ドル 1 ％上昇しても、その国の通貨の対ドル上

昇率は0.7％となる。 

 

２－６ 為替介入 

（１）最近の円高基調 

 1 ）今次金融危機（07年）から円高傾向にあり、

10年 9 月 1 ドル82円、16年ぶり円高（ドル全面

安）、11年 8 月には75円と過去最高を示す。 

（注）1995/4/19 80.25円まで上昇、日本貿易黒

字背景、その後下落、 

 2 ）今回の円高要因 

 米国経済不透明、欧州景気停滞、新興国成長

も足踏みかとの懸念から、ドルユーロ運用から

消去法的に円が買われている状況。米国欧州と

円の金利差が縮小して実質金利が高い円の買い

が進んだこともある。米国欧州とも、輸出増加

（雇用改善）を期待して自国通貨安黙認（輸入

インフレ危険あるも）。 

 

 3 ）円高の影響 

＊日本にとっては、輸出不振、雇用消費投資面

悪化、不況深刻化、輸入コスト低下もデフレ

加速懸念、株価下落、海外移転加速（空洞化

問題）、国内経済疲弊をもたらす。 

＊円高デフレ悪循環（デフレスパイラル） 

 円高は輸出下落・企業収益悪化をもたらし、

景気下落、所得消費下落、価格下落（デフレ

誘因）、購買力平価による円高と悪循環を示

す。 

 (注)過去の円高 

・1971年 ニクソンショック（金ドル兌換制廃

棄、変動相場制）（欧米への企業進出） 

・1985年 プラザ合意（ドル安容認円高要請）

（輸入促進）（NIES、アジアへ進出） 

・1995年 クリントンショック（対日赤字是正

要求）（中国進出加速）（日本金融危機、アジ

ア通貨危機） 

 4 ）円高対策（通貨政策の基本は、通貨価値の

安定） 

＊日本政府は、市場に委ねる原則だが、円高が

容認できないような事態に至ると、為替介入

政策を取り、円売りドル買い（国際協調ない

と効果薄い／裁定が働き市場価格に戻る）を

取ることがある（03年通年にわたり大規模介

入35兆円／3 千億ドル）（04-07年円安効果）

（今次円高で為替介入実施）。ほか長期的には、

外需中心（景気引率役）から内需中心の経済

構造に転換する。 

＊日本企業は、円高対策として、先物予約、ス

ワップ取引などの為替リスク対策のほか、長

期的には、コスト削減（人件費カット、海外

購入増加）、生産性アップ、海外進出（空洞

化懸念）、商品開発・イノベーションによる

円高耐力の事業モデル変革を目指す。 

 

（２）為替介入実施（2010年9月） 

 1 ）政府日銀は、東京市場続いてNY、ロンド

ン等にて、円売りドル買い介入。 

 円は82円台から85円台と円安となった。介入

規模15，16日で 2 兆円／日規模、単独介入、非

不胎化政策（市場にでた円を吸収しない）、邦

銀通じて実施（他国中銀介さず）（2004年 3 月

以来、 6 年半ぶり（2003年度は35兆円規模介

入））。非不胎化による金融緩和効果も狙う。 

 2 ）今次円高背景は、欧米景気不透明から消去

法で円が買われる状況で円高となり、日本輸出

業界が悲鳴、景気底割れ、デフレ深化（円高要
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因でもある）への対策として実施した。輸出業

界ではドル売り処理（決算対策？）ができた。 

 3 ）介入効果は短期的かと見られる（2011年 8 

月、10月にも為替介入を実施）。しかし、円高

放置しないとのメッセージ効果はある。根本対

策として、価格以外の国際競争力強化（サービ

ス業強化、ブランド力、生産性向上、海外進出、

規制緩和、法人税下げ）が必要である。 

 

（注）為替介入とは、政府中銀が為替安定のた

め市場で通貨を売買すること。日本では、政府

意向受けて日銀に指示、円売りドル買いでは、

政府は短期証券発行して資金調達、外国為替資

金特別会計を通して、円売りドル買い。（逆は、

特別会計にあるドルを借りて市場で売り円を買

う）。これを頻繁に行うと、為替レート切り下

げ競争を招くのではないかとの批判がある（近

隣窮乏化政策：為替レート切り下げなどで輸出

増加し貿易相手国に損害を与えること、自国産

業保護政策も一般的に含む／ begger － my-

neighbor-policy）。 

 

２－７ SDR（Special Drawing right  IMF特別

引出権） 

 ドル中心の国際通貨制度の弱体化（ドル安、

ユーロ安）、自国通貨高・過剰ドルの流入など

に悩む新興国から、国際通貨としての SDR 利

用の考えもでている。SDR のポイントを理解

しておいた方がよい。 

 

（１）国際準備通貨として創設 

＊1969年、ブレトンウッズ体制下、金ドル以外

の国際準備通貨として創設された（しかし主

要通貨の変動相場制移行、主要国からの外貨

借入可能から必要性減少）。SDRの価値は、

主要通貨のバスケットに基づいて決められる

（主要 4 通貨バスケット合成、構成比（2010／

11 ( 5 年見直し) ドル 41.9％ ユーロ 37.4％ 

ポンド 11.3％ 円 9.4％）。毎日IMFウエブ

サイトで表示。通貨としては使われていない

（IMFへの出資額などの計算に用いられてい

る）。2011年11月時点 1 SDR 1.476ドルであ

る。 

＊SDRは加盟国に割り当てられ、外貨準備を構

成するが、通貨ではない。ドルなどの国際通

貨との交換が可能である、いわば「国際通貨

交換請求権」。現在、SDRの総額は2041億SDR

（3210億ドル規模）となっている。 

＊加盟国は、外貨準備が減少し、その補充対策

としてIMFに頼る場合は、まず、自国のIMF

出資分（クオータ）を含むIMFからの借入に

頼るが、補完策として、自国に割り当てられ

たSDRを売却する形で外貨を調達することが

可能である（無条件）。（ただしSDR取引は加

盟国政府、中央銀行間に限られる） 

 

（２）最近のＳＤＲ議論 

＊従前よりその必要性が薄いと見られていた

SDRが注目されたのは、09年、中国ロシアな

どから新しい国際通貨の必要性が投げかけら

れ、基軸通貨としてのSDRの利用がアイディ

アとして注目された。具体的には、国際取引

の値決め（建値）にSDRを使うというもの。

SDRは一種のバスケット通貨なので、国際通

貨の中での強い通貨と弱い通貨の間に決めら

れるので、ある特定通貨の価値変動に左右さ

れる度合いが少なくなる。 

＊同時に、新興国のIMFへの関与増加、IMF資

金の増加意向を受けて、SDRの増加割り当て

案が検討され、09年 8 月、2500億ドル相当

SDR追加割り当て、ほか新規割り当て330億ド

ル、SDR既存330億ドル併せて3160億ドルに

増加された。 

＊そのほか、IMFは、SDR債700億ドル規模発行

を決定。中国、インド、ロシア、ブラジルな

どが購入意向。IMFへの資金提供となる（従

来、IMFの資金源は、出資、日米などからの

主要通貨による借入（バイラテラル借入、債
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券発行）に限られた）。IMF債券としての流

通には、加盟国政府中銀間に限られるなどの

限界がある。 

 

（参考：有吉「図説 国際金融」、秦ほか「国際

金融のしくみ」） 

 

２－８ CDO/Collateralized Debt Obligation（合

成債務担保証券）とCDS/Credit Default 

Swap  

（１）ＣＤＯ 

＊今次金融危機が証券化から生じたとする要因

のひとつとして、CDOの発展がある。CDOは、

証券化の信用リスク移転、高度化複雑化など

の金融工学的な発展のひとつである。 

＊一つの住宅ローンを担保として一つの証券に

化体して流通させるのが原始的証券化である

が、一つのローンを複数に分割、また複数の

ローンを分割しさらに複雑に多数の証券（金

額、期間、条件、リスクが異なる証券に分け

る。これをトランシェという）に化体する。

これらの証券をCDOという。 

＊かかる金融技術の背景には、いろいろなリス

ク（ハイリターンハイリスクなど）をとる投

資家とその資金、リスクを軽減する仕組みの

評価、たとえば、債務不履行をカバーするモ

ノライン会社（一種の保険会社）、証券の支

払方法、債務者、確率論などを駆使した不履

行率の計算、それらを基礎にしたといわれる

格付け会社の評価のシステムがある。 

＊具体的なCDO作成過程は、複数の対象資産担

保証券（最初は住宅ローン債権、さらに各種

の資産担保証券に拡大）をまとめ（プール）、

支払優先度別に、シニア、ジュニア、メザニ

ン、エクイティーなどのトランシェに分解し

て、それぞれCDOを発行する。リスクに応じ

て条件（利率、配当順位など）が異なり、投

資家が購入する。不履行があれば、トラン

シェに基づいて回収（できない場合もある）

され、場合によってはモノライン会社への保

険請求もある。 

＊CDO作成者は、ローンのオリジネーターでは

なく、そこからローンのみを譲渡（買い受

け）したSPC、SIVなどの特別会社であるが、

裏に大手金融機関が実際の資金手当てをして

いるケースが多かった（表面的にはオフバラ

ンスだが連結決算に波及する場合もある）。 

＊CDO購入者は、シニアなどのローリスクロー

リターンCDOは金融機関中心の機関投資家

（欧米の銀行など）、ハイリスクハイリターン

はヘッジファンドなどが購入（レバレッジの

効率化による資金調達）、欧米投資家を中心

に幅広く米国住宅ローン担保などの担保証券

である金融商品がばらまかれたと言ってよい。

投資銀行は実質CDO発行すると共に保有もし

てリスクを取った。 

 

（２）ＣＤＳ 

＊CDSは、信用リスクが従来金融機関などの保

証業務でカバーされてきたのに対し、2000年

代から、信用リスク（倒産リスク）のみを回

避する手段として投資家が購入するビジネス

モデルがでてきた。CDS業務は、不履行率

（確率論など駆使）勘案した格付け機関の評

価で流通が拡大していった。これも金融工学

の発展の一部といえる。 

＊CDSのビジネスモデルは、相対取り引きで実

態が不透明である。米国AIG（保険会社最大

手）が大きく取引を伸長させていき、今次金

融危機で保険保証支払危機が生じた。問題は、

相対取り引き、決済も不透明で金融世界への

影響度が不明であり、証券市場へのシステム

的リスクを惹起する可能性がある（市場規模

60兆ドルと世界のGDP匹敵、かつ再保険のよ

うに二重三重に保険をかけるケースもある）。 

＊さらに問題なのは、CDSのみがビジネスとし

て取引される（保証対象の主債務と切り離さ

れて）ケースがあり、CDS購入者（保険料支
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払って保険事故による保険金期待）が、主債

務の救済などと関係なく逆に保険事故を期待

する動きもありうることである。 

＊CDSは、今次金融危機での企業発行の金融商

品たる証券が主たるものであったが、10年 3 

月、ギリシャ財政問題に発展し、ソブリンリ

スクでのCDSがそのプレミアム（保険料率）

高騰化と支払い不能問題が生じている。CDS

の投機規制が話題（EU内など）にもなってい

る。 

 

（３）証券化への規制 

＊米では、SECが10年 4 月、SEC案発表、証券

化商品（ABS）の発行元の 5 ％保有義務、資

産情報開示強化、金融リスク増幅防ぐ狙いが

ある。 

＊金融機関規制の動きの中で、欧州中心に、証

券化での透明性、金融商品規制、消費者保護

的視点、取引内容制限などが検討されている。 

 

第３部 国際金融に影響与える諸事象 

 

３－１ 経済のグローバル化の光と影 

 国際金融は経済行為から成り立つが、その経

済行為は「経済のグローバル化」により国際取

引が活発化している。金融面からみると、金融

技術の革新と世界化により経営資源の移動が容

易化大規模化し、その経済効率を高めるものの、

一方、行き過ぎた資金などの資源移動が経済的

弱者に犠牲を強いる点もある。 

 以下、経済のグローバル化の光と影として下

表にまとめてみた。 

 

３－２ 新興国論 

（１）先進国・発展途上国 

＊国際金融は、国境を越えたないし通貨が異な

る間での資金の流れであり、この国際資金フ

ローは、国の経済発展段階や貿易投資の状況

で変化していく。国の発展段階は通常先進国

と発展途上国に大きく分けられる。分け方は

国民総所得と言われるGNI（Gross National 

Income）の一人当たり所得が基準である。そ

して、発展途上国は、資金がない、信用がな

い、いろいろなリスクがあるとされ、金融的に

は、先進国が世界の金融を支配し、途上国は

先進国からの資金援助が必要であるとされて

いる。 

＊しかし、この状態に変化が起きて来た。それ

が新興国の登場である。新興国は「発展途上

国の中で、1990年代に急速に経済成長し、貿

易や投資先として有望な国・地域を指す言

葉」として定義される。BRICs（ブラジル、

経済グローバル化の光と影 
事象 メリット デメリット 

経営資源の効率的利用 大量良質製品増加（調達自由化）（コスト賃金

世界同一化）（比較優位の適用拡大） 

資源乱獲、環境破壊、先進国労働者含む既得

権者の敗北 

市場メカニズムの普遍化、標準化

（競争条件の画一化） 

誰もが参加（先行者利益）（先進国有利？）

（市場主義優先） 

地方独自性排除（地元企業・文化の排斥）（途

上国不利？）

大競争時代 大企業有利（多国籍企業有利） 弱者排斥（格差問題）（外国企業支配）（独占

化） 

資金移動（質量）（大量即時移動）

（金融暴走？） 

資本の有効活用が可能（時間、量、質）（先進

国資本有利か（大量、リスク管理システム））

弱小資本・金融システム敗退、経済不安定

化、危機化容易、バブル・通貨危機誘発 

伝播容易化 便益享受の迅速化 弱者一掃迅速

企業市民ボーダーレス意識化 企業市民の移動自由化連携活発化 独自性の喪失

金融技術革新世界化 金融資源のリスク回避手段など効率化、証券

化

専門化（複雑不透明）、リスク商品販売報酬な

ど金融暴走（今次金融危機） 

 

対策（弱者保護 セーフティーネッ

ト構築） 

グローバル化利益の還元（援助拡大）（貿易拡大）途上国にグローバル化利益享受機会、先進国

の保護貿易排除、先進国貧困層対策 途上国の劣悪環境改善（反ダンピング、幼児労働など） 

対策（金融暴走規制）（国際金融シ

ステム改革） 

金融機関業務の規制（量的制約）（ファンド、証券化などの業務制約）（システムリスク回避の

マクロプルーデンス政策）、国際資本移動規制（通貨、貿易投資も関連）、監視含む国際機関改

革、国際協調体制（G 7 G 8 からG20）、市場主義から政府規制強化？

（参考：黒崎卓・山形辰史「開発経済学」などより堀口作成） 
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ロシア、インド、中国）（2011年に南アフリ

カが正式に参加し、BRICSとsが大文字化）が

代表的である。新興国は経済成長著しい途上

国としての意味合いが強いが、G20の有力メ

ンバーであり、人口、経済力、さらに今次金

融危機、世界同時不況脱出には、新興国の内

需振興による貢献さらに資金の出し手（経常

黒字、外貨準備、国内貯蓄）も期待されてい

る。BRICsについて経済指標を以下示す。 

 

（２）ＢＲＩＣｓの経済発展  

（３）BRICsの経済発展要因（出所：門倉貴史

「BRICs新興する大国と日本」平凡社新書, 

2006ほか） 

 1 ）成長エンジン：豊富な天然資源、豊富な労

働力、積極的外資導入、中産階級台頭 

 2 ）グループ力：中国を核とした経済圏 

 3 ）中産階級台頭：都市化高齢化、糖尿病増加、 

 4 ） 資源獲得競争参戦：エネルギー資源（省エ

ネ、ガス開発利用）、食糧資源（穀物、エネ化） 

 5 ）軍事力：軍事大国化、中（朝鮮、印、露、

越戦争） 

 6 ）国際協調での役割大：G20など国際協調体

制での発言力（経済大国、途上国としての

立場／使い分け）、（大国としての責任論が

出ている） 

 7 ）日本との関係：貿易・投資での双方向発展

期待、東アジア共同体、金融面での協調

（日本家計金融資産、日中外貨準備） 

 8 ）BRICs首脳会議（ 2010/ 4 /15、ブラジリ

ア）：世界秩序構築、途上国代表、国際金

融制度改革、ドル基軸体制・自国通貨決済、

温暖化対策関与（2011年 4 月南ア参加） 

 

 

（４）BRICSの課題 

 国内面での健全なマクロ・ミクロ政策、金融

セクター強化、格差問題など経済面での安定化、

国際面では、世界経済課題への協調姿勢、大国

責任などが求められる。今次金融危機、世界同

時不況での世界経済成長への牽引車として期待

されているが、景気対策としての財政出動、欧

米諸国の金融緩和政策などから資金過剰状況が

出現し、新興国でのインフレ懸念が生じている。

内需振興とインフレとの調整が課題である。 

 

 

 

 人口（百万）  （％） 面積（千km²）  （％） GNI（10億$）  （％） 

先進国（23) 891 13.5 31719 23.7 36543 69.4 

援助受取国（186) 5721 86.5 101716 76.0 16098 30.6 

世界 6612 100 133841 100 52641 100 

    

ブラジル 192 2.9 8515 6.4 1133 2.2 

ロシア 142 2.1 17098 12.8 1071 2.0 

インド 1123 17.0 3287 2.5 1069 2.0 

中国 1320 19.9 9598 7.2 3121 5.9 

 BRICs合計 2777 42.0 38498 28.9 6394 12.1 

（南アフリカ） 50 0.7 1221 0.9 274 0.5 

（出所：世銀データより堀口作成） 

(注) 一人あたりGNI（$）（GNI／人口）：先進国 41013、援助受取国 2814、世界 7962、ブラジル

5910、ロシア 7560、インド 950、中国 2360、南ア 5720 

(注) 先進国：DAC22国＋アイスランド 

（データ：人口2007年（南ア2008年）、GNI （2007年） 

＊GNI（10億ドル）  5 大国 米 13886 日 4813 独 3197 中 3121 英 2609（中国は2008年独を追い越

した）（米 14204、日4909、中国3860、独3652）（中国は2010年日本を追い越し米に次ぐ世界 2 位となっ

た、中5.8兆ドル、日5.5兆ドル）、 
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３－３ サブプライムローン問題にかかる会計

処理の理解 

 サブプライムローン問題とは、米国での住宅

建設ブームが冷え、住宅投資貸付で貸倒リスク

が顕在化し、貸し付けていた金融機関、ファン

ドに損失が発生した。その影響は、金融市場混

乱とその機能低下（信用収縮）、さらに実体経

済に負の影響（景気悪化）を与え、今次金融危

機、世界同時不況をもたらした。 

 今次金融危機により、金融機関に損失が生じ、

自己資本が毀損、公的資金による資本注入が一

部行われた。また自己資本毀損で貸し渋りが起

きた。もとは、借入過大が貸倒を誘因したと言

われている。これをきちんと会計上理解してお

く必要がある。あらためて、簡単な例をもって

説明しておく。 

 

（１）自己資本毀損と増資の必要性 

 通常状態（A）から、貸倒等で資産劣化（B）、

増資で救済（C） 

（２）自己資本比率規制（BIS規制） 

 なぜ自己資本が毀損すれば、貸し渋り、貸し

はがしが起きるのか。 

 規制式は、自己資本／リスク資産  ＞＝ 

8 ％、自己資本毀損すれば、増資で分子を増や

すか（損をした銀行の増資に応じる人はあまり

いない。だから公的資金が必要となる理由）、

分母の資産を減らすかである。これが貸出抑制

／信用収縮の一因となる。 

 

（３）なぜ借入過大 

 資本家はレバレッジ（借入）拡大の方が儲か

るからだが、危険もある。 

(例)10億円プロジェクトでレバレッジ拡大案の

メリットと危険を見る。 

  5 億円資本案を普通案、1 億円資本をレバ

レッジ拡大案とすると、もし銀行返済前利益が 

 5 億円ならレバレッジ拡大案は資本家にとって

230％の利益、しかし利益が 2 億円なら（カッ

コのケース）銀行への返済ができず破産となる。

それだけリスクが大きい。普通案ではかろうじ

て破産免れる。 

 

          （単位億円） 

 普通案 レバレッジ拡大 

資本  5  1 

負債（銀行借入）  5  9 

 条件元本 5 年分割

返済 1 年 
 1 1.8 

 条件年利 10％ 1 

年目 
0.5 0.9 

 銀行への 1 年目の

元利返済 
1.5 2.7 

銀行返済前利益  5 ／（2）  5 ／（2） 

銀行返済後資本家獲

得額 
3.5／（0.5） 2.3／（△0.7） 

資本利益率 獲得額

／資本 

70％／

（10％） 

230％／ 

（△は破産を意味） 

 

３－４ 国際協調体制（G20） 

 世界経済は従来の先進国主導では決められず、

新興国いれた新しい国際協調体制・G20が発足

している。 

 

（１）G20サミットの経過 

＊08/11 ワシントン 09/4 ロンドン 09/9 米

ピッツバーグ 10/6 加トロント 10/11 韓国

ソールと続いている。11/11 仏の予定。 

＊参加者は、日米英独仏伊加（ G7 ）露、

EU(G8） 中印墨伯南ア（G5）豪州韓国イン

ドネシア土亜サウジ計20 ほか国際地域機関 

 

 

 

 

A   B  C  

資産 負債資本  資産 負債資本 資産 負債資本 

100 負債80  70 負債80 70 負債80 

 資本10   資本10  資本10 

 利益10   利益10  利益10 

100 100   損失△30  損失△30 

     現金20 増資20 

   70 70 90 90 
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（２）論点比較 

（３）国際協調の必要性 

 成長と雇用を確保するための国際協調と言わ

れるが、なぜ国際協調が必要なのか、あらため

て考える。 

＊フリーライダーを防ぐ。景気拡大政策は需要

喚起させるが、隣国が緊縮政策をとればそ

の国の競争力が伸びて輸出が増加し、肝心

の拡大需要はその輸入に充てられ、目的の

生産拡大（雇用充足）、経常収支改善がされ

ない（近隣窮乏化）。 

＊合成の誤謬回避である。各国が最善と思った

政策も全体からみるとマイナスとなる。例

えば、輸出奨励策を各国がとれば全体では

供給過剰となりデフレを招く。 

＊経常収支、資本収支における責任国の明確化。

たとえば経常収支黒字国の資本輸出責任、経 

 

常収支赤字国の改善責任など。国際通貨体

制における責任の所在、例えば、通貨の過

大過少評価の是正を求める政策の効果が期

待される。 

 

３－５ 温暖化ガス 

 地球温暖化が、産業等人類の経済活動により

加速化しており、これからの経済活動には、国

内外を問わず、温室効果ガス排出制限を地球環

境問題としても、さらに経済活動のコストとし

ても認識する必要がある（ビジネス機会として

前向きにも捉えられうる）。その影響は、国際

金融でも削減効果の国際取引などで現れる。 

 

（１）現行削減計画／京都議定書 

 08-12年で90年比削減、日 6 ％ EU 8 ％の義

 ピッツバーグ トロント ソール 

世界経済認識 回復途上 回復ばらつき新興国成長欧米日遅

速 

同左＋不確実性 

世界経済政策 持続可能、均衡ある成長のための

枠組み 

成長に配慮した財政政策（欧米

2013年財政赤字半減） 

日米金融緩和、欧州財政再建、新

興国インフレ懸念 

世界的不均衡 世界的不均衡是正（米赤字、中日

黒字） 

新興国先進黒字国内需拡大先進赤

字国貯蓄増加 

経常収支などの目標ガイドライン

検討 

通貨問題 （人民元問題表面化せず） 新興国為替柔軟化 競争的切り下げ回避、先進国過度

の変動監視、新興国柔軟化＋資本

規制容認 

出口政策 当面景気刺激策継続 欧州財政政策への傾倒、米景気優

先 

日米緩和継続、欧州財政再建、新

興国インフレ懸念 

雇用増加 10百万人 52百万人期待 リスク認識 

国際機関（IMF、世銀） 新興国発言権拡大IMF 5％世銀 3％

増加 

実施済み モニター機関として期

待 

新興国シェア増加具体化承認、金

融システム安定化検討 

貿易投資 保護主義抑制 貿易金融 ドーハ

ラウンド 

保護主義抑制 ドーハラウンド年

内決着先送り 

同左

金融機関規制 報酬規制、自己資本比率規制、デ

リバティブ、格付け規制 

国別差異認める、12年末目標、次

回ソールに先送り 

自己資本比率、プロシクリカル

ティー規制等バーゼル3 承認、重

要金融機関規制強化、 

温暖化対策 COP15合意期待 先送り(COP16) メキシコ湾原油 同左

途上国支援 MDGs 食料燃料資金 MDGs支援必要 同左

 

次回 カナダ 韓国ソール（10/11) 次回仏（11/11） 

位置づけ 国際経済協力面第一フォーラム、

定例化（G8の低下） 

国際協調政策提示はまだ（自国立

場主張の限界） 

先進・新興国対立、中国とその他

新興国 

(注) 

 1 ）プロシクリカリティーpro-cyclicality：景気循環増幅効果、現行自己資本比率規制が、景気降下時規制強化

（貸し渋り増加）、景気上昇時規制緩和（融資弛緩）で規制効果が目的から乖離する状態 

 2 ）COP15：09/12デンマーク・コペンハーゲンで開催、新興国先進国間対立（特に中国強硬）でポスト京

都議定書（2013年以降のCO2削減目標合意）できず、拘束力ない「コペンハーゲン合意」留意のみ。

COP16は10年末メキシコ（カンクン合意あるも先送り、COP17は南ア）。 



- 121 - 

務、しかし米批准せず、途上国義務なし。削減

ツールとして、排出権取引ほか京都メカニズム

を創設している。 

 

（２）CO2 排出量（国際エネルギー機関） 

国 1990 2007 2008 

米国 23％ 20％ 19.0％ 

EU27国 19 14 EU15 10.7 

中国 11 21 22.3 

ロシア 10 6 5.4 

日本 5 4 3.9 

インド 3 5 4.9 

その他 26 26 26.4 

計 210億トン 290億トン 294億トン 

(注) 京都加盟国全体で27.4％ 

 

（３）削減目標（2020年）（1990年比）として表

明されたもの。 

国 削減量％ 注

米 17 
2005年比

（90年比 3 ％）

日 25  

EU 20－30  

中 
40-45％ 

（GDP単位あたり） 
2005年比 

インド 
20-25％ 

（GDP単位あたり） 
2005年比 

（注）GDP単位あたりCO2排出削減の意味； 

 計算例として、中国の08年GDP 4 兆ドル、CO2排

出50億トン、GDP年 8 ％成長だと、15年後（2020

年）にはGDP約 3 倍、12兆ドル、CO2排出は150億ト

ンだが削減40％で90億トンとなる。将来の増加は削

減されるが（150億トンから90億トン）、現行と比較

すれば絶対量で増加する（50億トンから90億トン）。 

（参考）1 ドルGDPあたり、日本CO2消費0.3KG 

中国約 2 倍。ひとりあたり排出量 日本 

9 トン、中国 6 トン、インド 2 トン 

 

（４）コペンハーゲン合意（COP15） 

＊09/12/19、政治的合意（拘束力なし、削減義

務など先送り）。世界の温暖化を産業革命以

来 2 度以内に留める。先進国09/1末までの20

年までの削減目標提示、途上国削減計画策定、

資金援助10-12年3000億ドル、20年までに1000

億ドル 

 

（５）カンクーン合意（COP16）（メキシコ・カンクー

ン、2010/12/11） 

 ポスト京都の13年以降の削減義務については

合意できず。 

＊ポスト京都議定書の新たな国際体制づくり検

討（2011年COP17（南ア）で決着期待）（途

上国京都議定書継続主張、日反対、EUの動き

留意） 

＊産業革命前からの気温 2 度未満上昇に抑える。

途上国の温暖化対策のための基金創設。被害

受ける途上国への資金援助のための枠組み創

設。 

＊コペンハーゲン合意に沿って、米中含め削減

目標提示、検証する制度検討 

＊日本政府は排出量取引導入を延期（産業界に

配慮）、東日本大震災により、日本達成困難

か（原発の使用制限、火力発電の使用増大）。 

 

（６）ダーバン合意（COP17）（南ア・ダーバン、

2011/12/11） 

 京都議定書延長（期間未定）（日加露反対、

一時離脱）、すべての国参加の新枠組20年発効

めざす。COP18はカタール・ドーハ。 

 

３－６ 国 際 会 計 基 準 ／ IFRS (International 

Financial Reporting System) 

 企業の資金調達は金融で行い、その活動結果

は決算（会計）による。決算は金融に影響を与

える。会計制度の動向も国際金融上承知してお

く必要がある。 

 

（１）IFRSとは 

 国際的な企業会計基準を検討する IASB

（International Accounting Standards Board）で

採用されている会計基準の総称。現在、110国

以上採用されているが、日米がそれぞれのシス
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テムを残している。経済活動がグローバル化さ

れている状況で、世界的に統一（収れん）する

機運にある（流動的）。 

＊上場連結企業が対象。日本では、2015年強制

適用見込みで、2010年から任意適用可。EUは

2005年から強制適用。米国は2016年には米国

基準非適用の方向（流動的）。 

 

（２）基本的な考え方 

＊期間損益PL重視よりは、資産負債のBS重視、

投資家に対し企業の将来像（キャッシュフ

ロー）志向を分かるようにする。日本では、

収益マイナス費用の純利益中心だが、IFRSは、

純資産の増減を包括利益で把握する。  

＊財務諸表は、包括利益計算書（当期純利益 

包括利益）、財政状態計算書、キャッシュフ

ロー計算書表 

 

（３）日本基準との主な相違点 

＊企業の資産負債の時価重視（時価把握が明確

なもの） 

＊のれん代償却（一括償却）（日本は分割償

却） 

＊経常利益概念なし、包括利益（純利益＋資産

評価損益）採用 

 

３－７ 金融機関規制（新自己資本比率規制） 

 今次金融危機を受けて、銀行の財務強化を世

界共通で行う（従来のバーゼル 1，2 より規制

強化）（金融機関規制の一環）こととなり、

BIS内の「バーゼル（スイス）銀行監査委員

会」（先進国新興国主要27国）（注）が新自己資

本規制案（バーゼル 3 という）を2010年 9 月12

日に発表（最終的に2010/11Ｇ20サミットで承

認された）。以下その要点を示す。 

 

 1 ）基本計算式 自己資本比率＝自己資本／リ

スク資産（従来通り） 

 2 ）分母：リスクウエイトによる総資産、与信

先、金融商品に応じてリスクウエイト計算 

 3 ）分子：自己資本の種類とその比率 

＊中核自己資本：普通株 利益剰余金（資本準

備金、剰余金、積立金など） 

 比率 最低水準 4.5％以上、加えて、資本

保全バッファー 2.5％以上（不景気時の損失

カバー用）（上記 2 基準から自己資本比率 7 ％

以上が求められる） 

 ほか、カウンターシクリカルバッファー 0-

2.5％（好況時の過剰融資防止） 

＊TierⅠ：中核自己資本に優先株、優先出資株

（普通株転換不可）、総枠限度ある繰延税金

資産、金融機関への出資、比率は最低水準 

 6 ％以上 

＊総資本規制：分子を総資本として（Tier 1－ 

3 ）（レバレッジ規制の一環）、比率は、最低

水準 8 ％以上、資本保全バッファー2.5％加

え、10.5％ 

 4 ）移行期間：2019年までに段階的に移行 

 

（補足） 

１）中核的自己資本（Core Tier1）：今次新設さ

れた。普通株等完全に損失吸収力ある資本

で、普通株と一般的に内部留保といわれる

剰余金を指す。 

２）プロシクリカリティー（pro-cyclicality）：景

気循環増幅効果、景気悪化時に規制効果加

速され（貸し渋り）景気悪化増幅、一方、

景気好況時に緩くなり効果減少（過剰融

資）規律緩む 

（注）バーゼル銀行監査委員会（Basel Committee 

on Banking Supervision）：参加国：27国 

日米英独仏加伊亜豪ベルギー伯中香港印

インドネシア韓ルクセンブルグ墨蘭露サ

ウジシンガポール南ア西スエーデンスイ

ス土 

 

３－８ 金融機関規制（バーゼル３以外） 

 金融機関規制の一環で、銀行の自己資本比率
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規制（バーゼル 3 ）以外の規制。これは世界的

統一気運はまだであり（将来統一規制はありう

る）、それぞれ国地域ベースで実行ないし検討

されている。 

 

（１）背景 

 今次金融危機、公的資金の注入含む政策対応

を受け、金融機関の暴走への批判などから世界

的に金融機関規制の動きがある。しかし、各国

の影響度の違いから、自己資本比率規制以外は、

共通の規制案がまだである（米国は規制法案制

定）。 

 

（２）改革案の方向付け 

 G20 首 脳 会 議 を ト ッ プ と し て 、 FSB

（Financial Stability Board）（G20ベースの金融当

局者会合、前のFSF（Forum）（G7ベース99年

設立）継承）が勧告。視点としては、個別金融

機関健全性と共にグローバル、マクロレベルの

金融システムの安定化を目的とする。 

 

（３）FSBが勧告した規制項目 

 銀行含む金融機関の健全性規制強化、金融商

品の時価会計検討、店頭デリバティブ、証券化

市場、格付け、 

 

（４）具体的規制内容 

銀行以外の金融機関への監督規制（自己資本比

率含む）、システミックリスク、デリバティブ

商品規制、格付け規制、破綻処理（費用の金融

セクター負担、劣後債等債権者株主の負担）、

大手銀行金融機関規制（大きすぎてつぶせな

い）（自己資本比率上乗せほか）、流動性規制、

ボルカールール（業務分野制約、出資規制、銀

行のリスク業務制限） 

 

（５）米国での規制案 

＊金融規制改革法（ドッド＝フランク法）

（2010年 7 月制定） 

＊金融安定監査協議会（財務長官議長）（FSOC）

設置：システミックリスク把握対処 

＊重要金融機関への規制：銀行持ち株会社、ノ

ンバンク金融会社（証券保険ヘッジファンド

含む）対象：資本、流動性、レバレッジ規制

強化、破綻処理計画、コンティンジェント

キャピタル（不慮時に資本に転換される証

券） 

＊破綻処理制度の整備（銀行以外の金融機関の

秩序だった処理の枠組み）（銀行危機責任

料） 

＊銀行およびその関係会社のヘッジファンド出

資、自己勘定取引の制限 

（ボルカールールといわれる。ボルカーはも

とFRB議長、80年代米国でのインフレ退治に

辣腕） 

＊金融機関の統合合併の大規模化制限 

＊ヘッジファンド登録制、デリバティブ、格付

け機関、証券化市場、報酬などへの規制 

＊消費者金融保護強化 

＊規制法制定するも細目はこれから 

 

（６）欧州（2011年、EU委員会総括化予定）（各

国の共通化）の規制案 

＊監督機関設置（市場の透明化）、各国の銀行

保険年金証券監督機関の統合、さらにシス

テミックリスク監視防止する理事会 

＊ヘッジファンド規制（認可制） 

＊格付け機関規制、商品取引市場規制（商品デ

リバティブ規制） 

＊銀行税（破たん処理費用）、国際金融取引税

（国際金融取引課税／トービン税）、銀行活

動税（利益報酬課税） 

＊危機管理上破綻処理制度化 早期介入、消費

者保護など 

 

（７）論点 

＊証券化規制（米国緩和、欧州強化） 

＊自己資本拡充（普通株増資など）が資本市場
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窮屈化招く（金利アップ、株価低落、資本

枯渇など） 

＊各国の金融システム成熟度の相違による適用

時期、発展途上国支援など 

＊金融商品規制、金融監督体制、格付け規制な

どの金融規制の一環として位置づける 

＊その他論点 マクロ健全性の規制／従来の個

別の金融機関規制も大事だが、金融セクター

全体への影響を考慮した規制（合成の誤謬、

銀行以外の金融機関規制） 

＊流動性規制（国債含む換金性高い資産保有義

務付け） 

＊預金保険（現在国別対応、国際的な共通シス

テムが望まれる）（国際預金保険協会IADI、

2002年設立） 

＊バーゼル 3 含む金融機関規制の金融面、実体

経済への影響 

 

 

３－９ 税務会計 

 経済行為で税金の負担は大きい。国際取引で

も同様であり、かつ複数国の税務当局がからむ

ので、税務会計を認識しておく必要がある。  

 

（１）節税効果：資金調達で出資と借入どちら

かと検討する際、借入には節税効果があるとい

う。その簡単な事例を紹介する。  

 （例）100億円投資で、利払い前、税前利益

50億円、法人税30％。 

    全部出資の場合、配当10％、法人税 

50＊0.3＝15億円、プロジェクトに残る

のは、35億円 （50－15）うち10配当へ。 

 全部借入の場合、利率 10％、法人税

は（50－10）＊0.3＝12億円（出資に比

べ３億円少ない）。プロジェクトに残る

のは、38億円うち銀行に10億円支払。 

 借入の方が 3 億円余計にもらえる。こ

れを節税効果という。 

 利息10億円が実質 7 億円である。借入

の実質金利＝名目金利10％＊（ 1 －法人

税率0.3）＝7 ％となる 

 

（２）税効果会計：会計上の損益と税務上の損

益の扱いの違いを把握する会計。 

事例：100億円利益、しかし評価損がでたとし

て、50億円計上、よって100億円利益が

50に減額。しかし税務上は実現していな

いので認められない。利益100億円に30

億円法人税（30％とした場合）支払い。し

かし、実現すれば利益のうち50億円の

30％の15億円が税金前払いとして認めら

れるので、それを繰り延べ資産として計

上する。将来、利益があるので減額でき

ると見込まれる場合である。しかし、赤

字体質であれば、減額できないので計上

は認められない（取り崩す）。 

 

（３）租税回避地 

 法人税などの諸税が極めて低率ないしゼロの

国地域で、銀行情報などを秘匿し、外国からの

登記上の進出を期待。不透明取引を助長してい

るとの批判もある。（日本政府は条約を締結、

情報の開示などを要求できるようにしている） 

 英領ケイマン（カリブ）などが有名（日本の

投資 6兆円 米蘭に次ぐ） 

 

（４）連結納税 

 企業グループを対象にした納税制度（日本02

年から）、法人税は単独企業に課税するのを原

則とするが、企業グループ内の赤字会社の分を

合算することによる節税効果が期待できる。欧

米では広く認められている。日本でも国際競争

力の点から連結納税制度拡充の期待がある 

 日本では、100％子会社のみ適用可能で使い

にくい（意図的に税金回避から関係ない会社を

連結して節税（脱税）することを回避するた

め） 

 大企業が中に多数の事業部門をもつケースと
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多数の子会社に分割するケースとのバランス、

また法人税は、利益がでているところにのみ課

税される点との整合性から連結納税制度がある

所以である 

 

（５）その他話題：移転価格税制、国際連帯税

（国際航空券などに課税（仏韓国）、環境、貧困

などの地球的課題対策に使用）（トービン税・

国際金融通貨取引に課税する考え） 

 

あとがき 

 

 金融は、経済行為のバックアップが基本であ

るが、それ自体としても取引行為として発展し

ている。国際金融はさらにそれが国際的規模に

及ぶ。本論でも触れたような証券化、資金の迅

速移動など、その形態は複雑に進展している。

それらをフォローして感じることは、国際金融

論でいわば常識的に思っていたことが崩れて

いっている点である。「従来の壁」が「ベルリ

ンの壁」同様に崩壊しているのではないか。例

えば、国の分類で、先進国対発展途上国、先進

国はお金があり信用があり、途上国はお金がな

い信用がないとの前提であったが、新興国の出

現でそうは言えない、先進国もお金がない国、

信用ない国もでてきている。新興国が資金提供

者にもなっている。直接・間接金融と言ってい

たが、証券化（直接金融）が進み、銀行（間接

金融）がその証券を購入するといった形での資

金調達が発展する。資産概念の発展は、企業自

体もひとつの資産として扱われる（M & Aな

ど）。投資などの実体経済を支援する金融が、

その資金部分だけを切り離す、金融の効率化と

いうのかもしれないが、金融の暴走にもつなが

る。かかる「国際金融論」の展開は速い。ここ

でいくつかの話題を追ってみたがすぐ変貌して

いるかもしれない。しかし、ある時点で自分な

りに理解しておかないと「ものをはかる物差

し」がなくなってしまう。本論が物差しの一助

となれば幸いです。 

 定年で講義を停めることとなりましたが、こ

ういう形での補講ということで、小生の「国際

金融論」の受講生、帝京大学への私なりの恩返

しとさせていただきます。ありがとうございま

した。  
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