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Ⅰ．マクロ経済・G20/G7



「IMF世界経済見通し（WEO）」の概要（2018年4月）
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【経済見通し】

○世界経済の成長見通しは、2017年3.8%から、2018年及び2019年には3.9%に上昇（2017年10月比でいずれも＋0.2の
上方改定）。2018年・2019年に係る上方改定のうち、約半分は米国財政政策の変化の世界的な影響。

○先進国では、ユーロ圏や日本の強い見通し、そして特に米国の拡張的な財政政策の国内外への影響を反映し、2017
年2.3%（2017年10月比＋0.1）、2018年2.5%（同＋0.5）、2019年2.2%（同＋0.4）となる見通し。ただし中期では、米国税

制改革の成長への効果の反転等から、おおむね潜在成長と整合的な1.5%まで下落する見込み。

○日本： 2017年1.7%（2017年10月比＋0.2）、2018年1.2%（同＋0.5）、2019年0.9%（同＋0.1）。2018年・2019年の上方改

定は、外需見通しの好転、民間投資の増加、平成29年度補正予算を反映。ただし中期の成長見通しは、労働力の縮

小を主な要因として依然として弱い。

【リスク】

○短期的な世界経済のリスクはおおむね中立的。上方リスクとしては、強気の見通しが予想以上の投資増や生産性上

昇につながる可能性。下方リスクとしては、2月初旬の市場の動揺に現れたように市場価格の急速な調整が起こるお

それのほか、貿易摩擦の悪化等。

○中期のリスクは下方に偏在。

 世界的な経済統合への支持の減退： 関税・非関税障壁の増加による市場心理の悪化、生産性や投資の減少。財

政刺激による経常収支赤字が拡大する国における、保護主義圧力の高まり。

 非経済的要因： 東アジアや中東の地政学的緊張、選挙の影響を含む各国の政策の不確実性、汚職、異常気象等。

 金融の脆弱性：

 緩和的な金融環境の継続に伴う、投資家のより高リスク資産への投資や、非銀行セクターからの資金調達に

も依存した新興市場国の企業債務の増加。

 一時的な減税による米国経済の過熱が、予想よりも高いインフレ圧力となって米国金融政策の正常化を早め、

世界的なリスクのリプライシングを引き起こすおそれ。

 このほか、世界金融危機後の金融規制改革の巻戻し、暗号資産、サイバー攻撃等。



IMFによる世界経済見通しの推移（2018年4月）

5

（対前年比GDP成長率、単位：％）

2017 2018 2019

17.10
時点

18.01
時点

18.04
時点

17.10
との差

18.01
との差

17.10
時点

18.01
時点

18.04
時点

17.10
との差

18.01
との差

17.10
時点

18.01
時点

18.04
時点

17.10
との差

18.01
との差

日本 1.5 1.8 1.7 0.2 ▲ 0.1 0.7 1.2 1.2 0.5 0.0 0.8 0.9 0.9 0.1 0.0

米国 2.2 2.3 2.3 0.1 0.0 2.3 2.7 2.9 0.6 0.2 1.9 2.5 2.7 0.8 0.2

ユーロ圏 2.1 2.4 2.3 0.2 ▲ 0.1 1.9 2.2 2.4 0.5 0.2 1.7 2.0 2.0 0.3 0.0

英国 1.7 1.7 1.8 0.1 0.1 1.5 1.5 1.6 0.1 0.1 1.6 1.5 1.5 ▲ 0.1 0.0

先進国計 2.2 2.3 2.3 0.1 0.0 2.0 2.3 2.5 0.5 0.2 1.8 2.2 2.2 0.4 0.0

アジア 6.5 6.5 6.5 0.0 0.0 6.5 6.5 6.5 0.0 0.0 6.5 6.6 6.6 0.1 0.0

中国 6.8 6.8 6.9 0.1 0.1 6.5 6.6 6.6 0.1 0.0 6.3 6.4 6.4 0.1 0.0

新興国計 4.6 4.7 4.8 0.2 0.1 4.9 4.9 4.9 0.0 0.0 5.0 5.0 5.1 0.1 0.1

世界計 3.6 3.7 3.8 0.2 0.1 3.7 3.9 3.9 0.2 0.0 3.7 3.9 3.9 0.2 0.0



市場に影響を与え得る当面の主な海外イベント

◯足元の経済状況と金融政策
• 利上げ動向（年内あと、２回？）
- インフレ・賃金の動向

• FRB人事（副議長、空席理事の任命）

◯ トランプ政権の動向 ※ 11月6日 中間選挙

• 財政赤字、インフラ投資計画の動向
• 二国間の貿易赤字に着目した貿易政策
- 米中貿易摩擦、鉄鋼・アルミ関税、自動車関税の動向
- NAFTA再交渉の動向：7月1日 メキシコ大統領選

• 経済制裁の動向：イラン、ロシア
• ロシアゲート疑惑の動向

米 国

◯ 新指導体制による経済運営
• 経済成長目標と過剰債務問題への取組
（参考１）経済成長目標（第13次５か年計画）
 2016～2020年のGDP成長率を平均6.5%以上に維持

（参考２）非金融セクター債務残高対GDP比
 200７年末 14４.9% → 2017年末 255.7%

◯ 資金流出・人民元安圧力への対応
（参考）5月末外貨準備高31,106億ドル（前月比▲142億ドル）

中 国

◯地政学リスク
• 北朝鮮情勢
• 中東情勢：
- イラン核合意の行方、米エルサレム首都認定、シリア・
イエメン内戦、クルド民族問題、カタール断交など

◯ コモディティ価格（原油等）の動向
• 産油国協調減産（12月まで）、シェール増産動向
- OPEC総会：6月22日
• 中国経済の動向

◯緩和マネー、オイルマネーの動向
• 先進国における金融政策正常化の動向
• サウジ政治経済改革

コモディティ・新興国

◯足元の経済状況と金融政策
• インフレの動向と金融緩和の方向性

※ 資産買入：月額300億ユーロ（9月まで）
10月以降は半減のうえ、12月で終了

◯政治リスク
• 伊連立政権の動向

◯英EU離脱交渉の動向

欧 州

※ 2018年6月19日時点
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2018年 G20/G7について
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【G20】
○ 2017年12月よりアルゼンチンがG20議長国となり、2018年12月には日本が議長国となる。

○ アルゼンチン議長下におけるG20の横断的なテーマは以下の通り。

 “The Future of Work： Unleashing people's potential”
IT技術をはじめとした昨今の技術革新に対応するため、機械に代替されない雇用・スキルの在り
方や、教育等の政策対応について議論。

 “Infrastructure for Development：Mobilize private resources to reduce the infrastructure deficit.”
世界的なインフラギャップが2035年に5.5兆ドルにのぼるとされ、この解消のために”Infrastructure 
as an asset class”を課題にかかげ、民間投資を促進。

○ サミットは11月30日‐12月1日にブエノスアイレスにて開催予定。

【G7】
○ 2018年はカナダがG7議長国となり、2019年はフランスが議長国となる。

○ カナダ議長下におけるG7の横断的なテーマは以下の通り。
 Investing in growth that works for everyone
 Preparing for jobs of the future
 Advancing gender equality and women’s empowerment
 Working together on climate change, oceans and clean energy
 Building a more peaceful and secure world
○ サミットは6月8‐9日にシャルルボワにて開催。
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G20財務大臣・中央銀行総裁会議のポイント（1/2）
（2018年3月19～20日 於：亜・ブエノスアイレス）

１．世界経済

・世界経済の見通しは引き続き改善。しかし、世界経済の健全なファンダメンタルズにも関わらず起きた 近の市場

変動は、リスクや脆弱性への注意を喚起。下方リスクは根強く、中期的には、成長を引き上げ、より包摂的にする

という課題が残存。

・強固で、持続可能で、均衡ある、かつ、包摂的な成長を支えるため、引き続き、全ての政策手段を用いることに合

意。

・為替レートの過度の変動や無秩序な動きは、経済及び金融の安定に対して悪影響を与え得ることを認識。通貨の

競争的な切下げを回避する、競争力のために為替レートを目標とはしない、との、為替相場に関するこれまでのコ

ミットメントを再確認。

・ハンブルク・サミットでの貿易に関する首脳の合意を再確認し、更なる対話や行動の必要性を認識。

２．仕事の未来

・デジタル化を含むテクノロジーは、その国境がなく、形を持たないという性質や、認知的作業を自動化する能力の

高まりにより、世界経済を根本的に作り変えつつあり、すべての人々が恩恵を享受できるよう、国際協調を含む政

策対応が必要。政策の選択肢のメニューにつき、7月の会合において検討。

３．インフラ投資

・インフラ整備の資金ギャップが存在。更なる民間資金の動員が必要。「インフラを投資対象とするためのロードマッ

プ」を支持。
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G20財務大臣・中央銀行総裁会議のポイント（2/2）
（2018年3月19～20日 於：亜・ブエノスアイレス）

４．国際金融アーキテクチャ
・強固で、クォータを基礎とし、かつ、十分な資金基盤を有するIMFを中心としたグローバル金融セーフティネットの
更なる強化へのコミットメントを再確認。

・引き続き、資本フローを監視。システミックリスクを限定するマクロプルーデンス政策の重要性を認識。資本フロー
管理措置への理解を深化。

・低所得国における債務の脆弱性を懸念。債権者・債務者双方における、より高い透明性を要請。

５．金融セクター改革
・バーゼルⅢの 終化を歓迎。規制の実施と予期せざる効果の特定、対処、及び規制改革の目的達成を確保する
ための評価に引き続きコミット。

・暗号資産の基礎となる技術を含む技術革新が、金融システムの効率性と包摂性及びより広く経済を改善する可能
性を有していることを認識。

・暗号資産は、ソブリン通貨の主要な特性が欠如。暗号資産への適用に係るFATF基準の実施にコミットし、FATF指針
の基準への格上げを含む見直しに期待し、FATFに対し世界各国での実施の推進を要請。

６．国際課税
・「税源浸食と利益移転（BEPS）」パッケージの実施に、引き続きコミット。
・経済の電子化が国際課税システムにもたらす影響を分析したOECD中間報告書を歓迎。2019年に進捗状況を報告
すること、2020年までに合意に基づいた解決策を追求すべく共に取り組むことにコミット。

・各法域による国際的に合意された税の透明性基準の遵守状況を評価するための基準の更なる強化に係るOECD
の提言に期待。

７．テロ資金対策
・テロ資金供与、マネーロンダリング及び大量破壊兵器拡散資金供与との我々の闘いの強化にコミット。



G7シャルルボワ・サミット（2018年6月8～9日）のポイント（世界経済・貿易関連）
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１．世界経済・包摂的成長
・世界経済の見通しは引き続き改善の途にあるが、少数の市民にのみ経済成長が裨益。新興市場国のリスク
への強じん性が改善しつつある一方で、 近の市場の動きは我々に潜在的な脆弱性を想起。引き続き市場の
動向を監視するとともに、全ての政策ツールを活用して、幅広い繁栄を生み出す、強く、持続可能で、バランス
の取れた包摂的な成長を支持。

・現行の為替相場に対するコミットメントを再確認。

・成長及び生産性を高め、質の高い雇用を生み出すために、インフラ等へのスマートで、持続可能で質の高い
投資の促進にコミット。

・経済生産のみでは成功の尺度として不十分であることを認識しており、繁栄と福祉を測るその他の社会的・経
済的指標を測定することの重要性を認識。

・女性及び疎外された人々を含む、市民の世界経済への完全な参加を妨げ続ける障壁を取り除くことにコミット。

・貧困の撲滅、ジェンダー平等の前進、所得平等の促進、資金へのより良いアクセスの確保、並びに全ての
人々にとって働きがいのある人間らしい仕事及び生活の質をもたらすことへのコミットメントを強化する「平等と
経済成長に関するシャルルボワ・コミットメント」を承認。

２．貿易・投資
・自由で、公正で、互恵的な貿易及び投資は、相互的な利益を創出しながら、経済成長及び雇用創出の主要な
原動力であることを認識。

・G20ハンブルク・サミットの貿易に関する結論、特にルールに基づく国際的貿易体制の極めて重要な役割を強
調すること及び引き続き保護主義と闘うことに改めてコミット。

・二国間、地域的な及び複数国間の協定が、開かれた、透明性があり、包摂的なものであり、かつWTOと整合

的であることの重要性に留意するとともに、それらの協定が多国間貿易協定を補完することを確保するよう取
り組むことにコミット。

・WTOを近代化し、可能な限り早期に、より公正にすることにコミット。関税障壁、非関税障壁及び補助金の削減
に向けて取り組む。



G7財務大臣・中央銀行総裁会議のポイント（1/2）
（2018年5月31日～6月2日 於：加・ウィスラー）
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１．世界経済

・昨年バーリでの会議以降、世界経済は力強くなっており、その拡張は継続する見通しであることにおおむね合意。

・経済見通しへの主要なリスク、特に 近の市場動向に現れた新興市場経済における潜在的脆弱性を点検。大臣・総裁は、こ

れらのリスクを引き続き監視。

２．貿易

・友好国や同盟国に対し、国家安全保障を理由として米国が課した関税措置は、開かれた貿易や世界経済システムの信頼性を
損なうとして、懸念を提示。このような全員一致の懸念や失望を伝えるように米財務長官に要請。

・開かれたルールに基づく貿易システムの利益について率直に意見交換を行い、その多数は、米国の一方的な貿易措置が及
ぼす負の影響を強調。この議論がシャルルボア・サミットでも継続されるべきことに合意。サミットでは断固たる行動が必要とさ
れ、それによって、自由で公正な、予測可能で互恵的な貿易を推進するための協調的なパートナーシップを回復することを目
指すべきであると提示。

・（大臣・総裁の）大多数は、経済成長という目的に逆行する貿易措置が引き起こす不確実性について遺憾の意を表明。我々の
市民のためにG7のメンバーは進展を続けるが、他のメンバーに向けられる貿易措置によって、この協調と協力が危険にさらさ
れてきていることを認識。

３．グローバルな経済システム

・グローバルな経済システムの強じん性及び公平性を培うことについて国際機関が果たす重要な役割を認識しつつ、金融活動
作業部会（FATF）を含むグローバル経済・金融機関の有効性及びガバナンスを強化するために、パートナーとして共に行動する
とのコミットメントを改めて表明。
・大臣・総裁は、国際開発金融機関（MDBs）間で現在行われている協力、及び、一つのシステムとしてより効果的な運営を行うこ
とで開発効果を増加させることを目指す取組を歓迎。

４．包摂的成長
・一人一人が経済的成功に貢献し、それを共有するという実体的かつ公平な機会を有することを確実にすることが、G7経済の
直面する重要課題であることについて合意。
・経済政策が単にGDPだけでなくより広い指標を踏まえたものになるべきであることに合意。



G7財務大臣・中央銀行総裁会議のポイント（2/2）
（2018年5月31日～6月2日 於：加・ウィスラー）
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５．技術革新への適応
・技術の変化に伴う機会と課題について議論し、国内政策の経験から学んだ教訓を共有。

・人々が適切な技術を身につけるためには、伝統的な初等、中等及び高等教育を超えた教育と訓練に、より大きな焦点を置くこ
とを必要とすることに合意。
・多国間協調が、現代の経済の変化への適応の重要な側面であることにも合意。

６．暗号資産

・グローバルに相互連結した金融システムの中で、規制行動が効果的であることを確保するために、国際協調が必要であると

合意。

７．金融セクターにおけるサイバーセキュリティ

・金融セクターが高度に、グローバルに相互連結する中、大規模なサイバー事案には、国際的に協調した対応が必要。

・そのような事案やそれに関連する影響が、グローバル金融システムにどのように波及するかを特定するために、そのシナリオ

を通じて議論を行い、G7のサイバー・エキスパート・グループが潜在的に協調を要する可能性のある課題への対処を支援し得

る分野を強調。

８．国際課税

・2019年に進捗状況の報告を、2020年までに合意に基づいた解決策を追求することにより、税制が電子化に伴う課題にどのよ

うに対応できるかを含む、国際的な税の協調の現状についてレビュー。

・脱税や租税回避と闘うため、税に関する情報交換やOECD/G20 BEPSプロジェクトのような協調したグローバルな取組や能力構

築を支援することへのコミットメントを更新。

・開発途上国における税に関する能力構築の取組を強化するため、世界的な「税行政に関する知見共有プラットフォーム」の立

上げ作業を支持するとともに、「税に関する協働のためのプラットフォーム」の作業を支持。
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Ⅱ．国際公共財としての「質の高いインフラ投資」の推進



質高インフラ環境成長ファシリティ 事業イメージ
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地熱発電

（出典）JBIC資料

洋上⾵⼒発電

（出典）JBIC資料

スマートシティ整備

柏の葉（※）
（出典）三井不動産(株）HP

※各住戸には、家電機器の自動制御機能等を標準装備し、街全体で
は、次世代送電網“スマートグリッド”を導入することにより、効
率的な蓄発電、CO2 削減、災害時の電力維持等を可能にしている。
（出典：国土交通省HP)
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第24回国際交流会議「アジアの未来」安倍総理大臣演説（2018年6月11日）（1/2）
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●「未来への投資」・3つの途

（中略）

連結性の向上などといいますが、鉄道や、港のような、インフラへの投資を図ることです。

さらに同じインフラでも、質の高いものでないといけません。この点は、後ほど、一つ新しいファ
イナンスの仕組みをお話するとき、もう一度振り返ります。

一に教育、二に知の交流、そして三にコネクティビティ、インフラの向上という三分野に、長期
的視野の下、投資をしていくことです。

本日は、教育と、知の交流を進めるプランを、まず一つ、さらにインフラ強化にまつわる新たな
ファイナンスの提案を一つ、それぞれ御紹介しようと思っております。

（中略）

●アジアのインフラに新たな金融プラン

皆様来年2019年に、日本はG20をホストします。

そこで声を大にして申し上げたいのが、インド洋、太平洋という、二つの海の交わりにまたがる
インフラ需要に、新たなやり方で取り組もうということです。

そのため日本政府は、このほどJBIC(国際協力銀行)に、新しい金融の枠組みを設けます。

向こう3年、日本の官民合計で、およそ500億ドル、資金を提供できるようにするという枠組みで
あります。

それによって、インド太平洋地域に、質の高いインフラをつくる一助になりたいと、私どもは願
います。
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質の高いインフラとは、初期費用とは別のライフタイム・コストで考えると、むしろ割安になるもののことです。

それによって対象国が、外国からの投資を、もっと惹(ひ)きつけられるようになる。

雇用が生まれ、働く人々に、教育の機会が増える。一層の投資が進んで、ローンの返済も、無理なく進む。

と、そんなふうに、自律的循環を促すインフラが、質の高いインフラです。

発展の、自律的循環を、インフラが促すという知見。これは、日本が、その発展の経験の中で、自ら得たもので
あります。

戦後8年目の1953年から、日本は世界銀行の融資を受け始めました。累計額は、8億6000万ドル。いまなら600
億ドル相当という、巨額にのぼりました。

これを日本は東海道新幹線の建設に使い、巨大な水力発電ダムをつくるのに用い、高速道路の敷設(ふせつ)
に当てて、高度成長の、土台となるインフラづくりに徹底的に投入したのです。

世界銀行への返済が終わったのは、やっと、1990年7月のことでした。

借金を始め、返済を終えるまで。それは、私が生まれた頃から、30代半ばになるまでの、日本の経験でありま
す。

東海道新幹線は、1964年10月開業以来、列車運行に起因する死傷者をただの1人も出さず、定刻からの遅延
は平均30秒以内という運行を続けています。

当時日本がつくったインフラは、これを大切にする習慣を育てました。

ノウハウや、技術の進歩を生みました。同じ経験をインド太平洋の広大な空間に大いに広げていきたい。

まずは、資金の新たな仕組みを打ち出しました。来年に向け、盛んに私どもの考えを述べてまいります。また
先の新留学計画でお呼びする若きリーダーたちにも、日本と世界銀行の経験など、是非学んでいただきたいと
存じます。



第51回アジア開発銀行（ADB）年次総会（於マニラ）
麻生副総理兼財務大臣総務演説（2018年5月5日）（1/2）
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• 「質の高いインフラ投資」と言うと、整備されたインフラ自体について、それがライフサイクルで見

た経済性、安全性などを備えているということがまず想起されると思います。しかしながら、改めて

「質の高いインフラ投資」というものを見つめ直してみると、その意義は、インフラの持つ物理的な

価値にとどまるものではありません。

• 「質の高いインフラ」が整備され、それが開放的で万人が使用できることによって、経済の歯車が

動き出し、その国の経済が発展していきます。すなわち「質の高いインフラ投資」は、民間投資促進

、雇用創出、能力構築、持続可能な借入等が、相互に好影響を及ぼしながら包摂的な成長が持続

していくこと、言い換えれば経済発展のための「自律的循環」を強力に推し進めるということになる

のです。そして、この「自律的循環」こそが「質の高いインフラ投資」のもたらす大きなもう一つの重

要な価値です。

• こうした考え方から、来年のG20に向けて、国際公共財としての「質の高いインフラ投資」の「自律

的循環」実現への効果を明確化するとともに、何が「質の高いインフラ投資」であるかのコンセプト

に係る原則をアップグレードしていく考えです。アップグレードに当たっては、「自律的循環」を実現

する「質の高いインフラ投資」の要素として、 経済性、 環境・社会配慮、 災害などに対する強靭

性を改めて強調するとともに、これまで強調されていなかった ガバナンスについては、Responsible 
Financingやインフラの利用の開放性を前面に出したいと考えています。
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• 更に、上流すなわちプロジェクト組成から下流すなわちファイナンスに至るまで、更にはインフラ

の質に関するデータ整備等を含め、包括的な支援メニューを用意しておくことも重要です。こうした

メニューは、途上国による主体的な「質の高いインフラ投資」の実施の助けとなると考えています。

• 上流支援として、日本は、ADBの高度技術支援基金への追加的な資金拠出を検討しています。

• 下流支援については、新たな提案があります。日本は、JBICに、ESG（環境、社会、ガバナンス）投

資という世界的潮流に着眼した新たな支援ファシリティを創設します。

• このファシリティでは、再生可能エネルギー分野も含め、地球環境保全目的に貢献するインフラ

整備を幅広く支援します。このファシリティが、新たな次元での資金支援の先鞭をつけるものとな

ることを期待します。また、新ファシリティによる支援にあたっては、国際開発金融機関との協調融

資など、国際社会とも緊密に連携していきます。

• このように「質の高いインフラ投資」に係る原則をアップグレードし、新ファシリティを含め包括的

な支援メニューを用意することが、国際公共財としての「質の高いインフラ投資」の国際的な取組

を更に前進させていきます。これが、アジア・太平洋地域をはじめとした途上国等の「自律的循環」

に貢献し、更に民間資金動員を一層促進します。

第51回アジア開発銀行（ADB）年次総会（於マニラ）
麻生副総理兼財務大臣総務演説（2018年5月5日）（2/2）
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Ⅲ．アジア経済・金融市場の発展に向けた通貨政策



ASEAN+3地域金融協力のあゆみ

【ASEAN+3地域金融協力】

（1）チェンマイ・イニシアティブ（CMIM： Chiang Mai Initiative Multilateralisation）
金融危機の地域的な連鎖と拡大を防ぐため、短期のドル資金を各国が融通する枠組み

（2）ASEAN+3マクロ経済リサーチ・オフィス（AMRO： ASEAN+3 Macroeconomic Research Office）
ASEAN+3地域経済の監視（サーベイランス）・分析を行うとともにCMIMの実施を支援する国際機関

（3）アジア債券市場育成イニシアティブ（ABMI： Asian Bond Markets Initiative）
域内の貯蓄を域内の投資に結び付ける方策

（4）東南アジア災害リスク保険ファシリティ（SEADRIF： South East Asia Disaster Risk Insurance Facility）
保険スキームを活用してASEAN地域での自然災害（主に洪水）発生時の資金流動性を支援する枠組み

2018

包括的な
契約書見直し

ABMFへの
モンゴル参加

SEADRIF
設立合意

1997‐98
アジア通貨危機

2008‐09
リーマンショック

2011‐12
欧州債務危機

ASEAN+3発足

CMI創設 CMIM発効
IMFとの
連携強化

AMRO創設
AMRO

国際機関化

2000 20162010 201420112003

ABMI発足 CGIF設立

CMIM
機能強化

域内金融
セーフティネット

整備

域内サーベランス
強化

現地通貨建て
債券市場育成

迅速・円滑な発動を可能
にするためのマルチ化

・規模の倍増（1,200→2,400億ドル）
・危機予防機能の追加
・IMFデリンク割合の引上げ（20→30%）

IMFとの合同
テストランの実施

保証供与による域内現地
通貨建て社債発行の支援

IMF等との
MOU締結

CGIF増資

2017

7億ドル→12億ドル

○ 2018年5月にフィリピン・マニラで開催されたASEAN+3財務大臣中央銀行総裁会議では、CMIM、
ABMI、SEADRIFで前進があり。
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IMFとCMIMとの連携強化
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IMFとASEAN+3地域金融協力のイメージ

IMF

CMIM BSAs

外貨準備

○ CMIMは、IMFとの合同テストラン等を通じて、連携強化に取り組んでいる。

現在議論されている主な課題

・CMIMとIMFの早期の情報共有の
在り方

・政策の一貫性 等

IMFとの合同テストランの取組

・CMIMの発動に係る一連の手続の

実効性を検証するために模擬危機
シナリオを設定し、IMFとの連携プ
ロセス等をテスト。



アジアにおけるセーフティネットの充実（CMIM契約書の包括的な見直し）
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○ 主にIMFとの連携強化を企図し、CMIMの包括的な契約書見直しを実施。今後、できるだ

け早期の発効を目指して、本年内に契約書改訂の文言を確定させる予定。

1. 支援期間等の柔軟化。CMIMの支援強化の方策として、スワップの更新回
数やディスバースのスケジュールを柔軟化。これにより、IMFとの協調支援
が容易になる。

2. IMFとの連携強化。具体的には、CMIMとIMF双方のコンディショナリティの調
整や早期の情報共有を容易にする枠組み等を策定する。

3. コンディショナリティの枠組みを強化。具体的には、危機予防の場合に加え、
危機対応の場合にもコンディショナリティを課すことができることとする。

4. CMIM発動時におけるメディア等への情報発信の強化。

CMIM契約書見直しの主なポイント



域内サーベイランス強化（CMIMとAMRO）
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流動性支援

‐ スワップ取引/スワップラインの設定

手続と必要条件

‐ 適格性やコンディショナリティ

‐ 取引条件（期間、利子、更新等）

サーベイランスとCMIM支援

‐ 加盟国経済のサーベイランス

‐ リスクと脆弱性の特定

‐ CMIM発動時の事務局支援

‐ 信託基金によるTA

CMIM（チェンマイ・イニシアティブ）

(Chiang Mai Initiative Multilateralisation)
AMRO

(ASEAN+3 Macroeconomic Research Office)

‐ 契約書による合意（CMIM契約）

‐ 投票に基づく集団的意思決定（発動には
2/3の投票権が必要）

‐ 条約に基づくASEAN+3地域の国際機関
（AMRO協定）

‐ 50 人のスタッフ（約6割がエコノミスト）
※2018年時点



近のBSAに係る取組（円でも引出し可能なBSA）
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シンガポール インドネシア フィリピン タイ

契約当事者
日本財務省

と
シンガポール通貨監督庁

日本財務省
と

インドネシア中央銀行

日本財務省
と

フィリピン中央銀行

日本財務省
と

タイ中央銀行

契約日 2018.5.21 2016.12.12
（交渉中）

2017.10.6 2017.5.5

双方向 or 片方向 双方向 片方向 双方向 双方向

使用通貨

米ドル・日本円
⇔シンガポールドル

（シンガポール要請時）

米ドル⇔日本円
（日本要請時）

米ドル・日本円⇔ルピア

米ドル・日本円⇔ペソ
（フィリピン要請時）

米ドル⇔日本円
（日本要請時）

米ドル⇔自国通貨

スワップ額

日→星：30億ドル相当 日→尼：227.6億ドル相当 日→比：120億ドル相当 日→泰：30億ドル

星→日：10億ドル ― 比→日：5億ドル 泰→日：30億ドル

デリンク割合（※備考） 30% 40% 40% 30％

備考 全額を引き出すには、IMFプログラムの存在が必要。

○ 2018年5月にフィリピン・マニラで開催されたASEAN+3財務大臣・中央銀行総裁会議に合わせ
て、シンガポール、インドネシアと基本合意。2018年5月21日にシンガポールとの間で契約締結。



現地通貨建て債券市場の育成（ABMI: Asian Bond Markets Initiative）
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【ABMI（アジア債券市場育成イニシアティブ）とは】

○ ABMIは、ASEAN+3地域金融協力の枠組みの一環として2002年に開始。

○ 1997年のアジア通貨危機の一因となった通貨と期間のダブルミスマッチ解消を目的に、ASEAN+3の
現地通貨建て債券市場の育成に取り組むもの。

目的 主な活動

現地通貨建て債券発行の促進 信用保証・投資ファシリティ（CGIF）による保証業務

現地通貨建て債券への需要の喚起
機関投資家向けホームページ「Asian Bonds Online」上で、取引量
や国債イールドカーブ等の各種情報を随時発信

規制枠組みの改善
クロスボーダー取引の活性化を主眼に官民の専門家で市場慣行
の標準化や規制の調和化を議論するASEAN+3 Bond Market 
Forum(ABMF)の開催

債券市場関連インフラの改善
域内のクロスボーダー資金・証券決済インフラを検討するである
Cross‐border Settlement Infrastructure Forum(CSIF)の開催

ASEAN+3域内当局の能力強化 ASEAN+3域内当局で能力強化のための技術支援を実施

域外への知見共有
国債市場が未発展なASEAN域外国等への知見共有を目的に、タ

イ、インドネシア、マレーシア、ベトナムの債券市場発展の過程で
得た重要な要素をGood Practicesとして集約した。



CGIFの概要

○ ASEAN+3域内で、債券発行による資金調達が困難な企業の信用力を高め、現地通貨建て債券発行を円滑化
することを目的に設立された機関。

○ 当初7億ドル規模で、2010年11月にADBの信託基金として設立。Standard & Poor’sより、AAの格付を取得。

（注）日本はJBICを通じて2億ドル出資（28.6%）。その他、中国2億ドル（28.6%）、韓国1億ドル（14.3%）、ADB1.3億ドル
（18.6%）、ASEAN全体で0.7億ドル（10%）。

○ 2013年11月、保証可能額の拡大を決定（ 大17.5億ドル）。

※ 出資額7億ドルを変更せず、レバレッジを2.5倍に拡大。

○ 2017年12月、総出資額を7億ドルから12億ドルへの増資案が成立。

○ 2018年5月時点で、保証残高は11.80億ドル（15社）。

○ 2014年12月に保証したベトナム食品・飲料の製造・卸売業（保証規模1億ドル、保証期間10年）は、その後CGIF
の保証なしに社債を発行するなど政策効果を上げつつある。

（総額7億ドル）

（例）電力、運輸、通信等、中長期の

資金を必要とするプロジェクト

CGIF

ASEAN+3
各国

ADB

出資

現地通貨建て
債券発行 資金調達

保証

投資家

アジアの
企業

保証料

（ADBの信託基金）

投資

投
資

26



ABMFの 近の動き
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○ ABMF（ASEAN+3 Bond Market Forum）とは、2010年に創設されたADB主催の官民合同のフォーラムで、こ

れまで計27回開催。 ABMFには、(i)ASEAN+3政府機関、(ii)ASEAN+3決済機構、(iii)グローバル金融機関等が

参加。

〇 各国市場の規制、制度を詳細に説明するAsian Bond Market Guideの発刊のほか、債券発行手続や共通

書面による社債発行の域内標準化を目的としたAMBIF（ASEAN+3 Multi‐currency Bond Issuance Framework）

債を奨励。2015年9月にみずほ銀行がタイで発行。

○ 2018年4月、新たにASEAN+3域外国が参加するための規則をASEAN+3で策定、同年5月には係る規則に基

づき、ABMFにモンゴルがObserverとして参加できることが決定。6月のABMFからモンゴルが参加。

官民合同フォーラム （ABMF）

ASEAN+3 財務省・中銀

証券決済機関（保振など）

銀行・証券・関連団体

システム開発会社

グローバルカストディアン

SWIFT



保険市場の育成（SEADRIF災害保険会社の設立）

28

○ SEADRIF災害保険会社は、アジア初の地域災害リスクプールであり、ラオス、ミャンマーの災害リスク（主に洪
水）を補償し、再保険市場へリスクを移転する。

○ 保険金は、事前に合意したトリガーに基づき、迅速に被災国へ支払われる。

○ 2018年5月、ASEAN+3財務大臣・中央銀行総裁会議の機会に、ラオス・ミャンマー・シンガポール・日本（※）
の財務大臣による会議を開催し、SEADRIF災害保険会社をシンガポールに設立することに合意。

○ 今後、2019年の設立・稼働開始に向け、日本・世界銀行による資金支援・技術支援のもと、各国及び世界銀
行にて詳細を検討するとともに、ADB等他の国際機関との連携も検討。

ドナー国

世界銀行

SEADRIF
マルチドナー
信託基金

SEADRIF
災害保険
会社

再保険市場

トラスティ

ラオス
ミャンマー

資金拠出 資金拠出

技

術

支

援

保険料

保険金

再保険料

再保険金

シンガポール
に設立

※カンボジアは、フィージビリティースタディーの結果次第で参加。



規制緩和を通じた現地通貨利用促進（LCSF）

29（出所）BNMプレスリリース（2017年12月）をもとに作成

タイ
（BOT）

マレーシア
（BNM）

インドネシア
（BI）

2017年12月
MOU署名

Bank of Tokyo‐Mitsubishi UFJ 
Malaysia Berhad

Bank of Ayudhya PCL (“Krungsri”)

■LCSF （Local Currency Settlement Framework）について

• 2017年12月、BOT（タイ中銀）、BNM（マレーシア中銀）及びBI（インドネシア中銀）の3カ国でLCSF（Local 
Currency Settlement Framework）を発表。

• タイ・マレーシア・インドネシアの3カ国における各二国間の指定された銀行間において、現地通貨の利
用規制を緩和することにより、貿易及び投資における現地通貨建て決済を促進させるもの。ASEAN金
融統合も視野に入れた取組。各二国間ごとに指定銀行が5行～7行と異なる。例えば、タイ－マレーシ
ア間は7行ずつ銀行が指定され、アユタヤ銀行（三菱東京UFJ銀行が75％超出資）とBTMUマレーシアが
指定されている等、日系銀行も本枠組みに関与。

• 当初は、タイ－マレーシア間で行われてきた物とサービスの貿易のみを対象とした現地通貨建て決済
促進の取組として開始されたが、今般、取引対象（投資等を追加）及び指定取扱銀行の拡大（3行から7
行）がなされたことに加え、新たにインドネシアも枠組みに参加（当面は貿易のみ）。



ASEAN+3域内での決済インフラ整備（クロスボーダーDVPリンク）
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○ ASEAN+3諸国の経済的な結びつきが強まる中、域内でのクロスボーダー取引が活発化。

○ CSD‐RTGSリンケージは、債券売買における「資金決済」と「証券決済」のシステムをリンクさせることで、

円滑かつ効率的なクロスボーダー・クロスカレンシー担保取引を実現する。これを活用することで、例え

ば、海外進出先において、本店保有の自国国債を担保にした現地通貨調達をより円滑かつ効率的に

行うことが可能になり、平時における現地通貨調達利便性向上にも貢献。

〇 2018年4月、日銀は、香港中銀（HKMA）とのCSD‐RTGSリンケージを2021年春頃に構築する旨公表。

異通貨間での「資金決済」と「証券決済」の中銀間直接リンケージは、世界初の取組となる。

（注） CSD：Central Securities Depository

RTGS：Real-Time Gross Settlement（即時グロス決済）

金融機関
資金決済システム

（中央銀行）

証券決済システム
（証券保管振替機関）

金融機関金融機関

金融機関
資金決済システム

（中央銀行）

証券決済システム
（証券保管振替機関）

X国 Y国

CSD‐RTGS 
リンク



直接交換市場の拡大（円＝タイバーツの直接交換）
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企業 Y企業 X

インターバンク市場

銀行 B銀行 A

円建輸出契約締結

日本円支払い

企業サイド

銀行サイド

バーツドル

円 ドル

インターバンク市場
直接交換市場

円 バーツ日本 タイ

バーツ円

◯ 2017年9月に、円＝タイバーツ直接交換市場が創設。

創設



現地通貨の利用支援（日本国債・日本円のクロスボーダー担保活用）
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アジアの中央銀行と日本銀行との間の
クロスボーダー担保取極

クロスボーダー担保取極による現地通貨建て
資金供給のスキーム例

（出所）日本銀行資料

○ 中央銀行が資金供給を行う場合、自国通貨建て資産を適格担保として受け入れることが一般的。

○ クロスボーダー担保取極とは、中央銀行が他国通貨建て資産（国債、現金）を適格担保として受け

入れて自国通貨建ての資金供給を行う仕組みで、金融機関の現地通貨建て資金繰りのバックストッ

プとして機能することを通じ、当該国や地域の金融市場の安定に寄与するもの。

日本国債、日本円

A銀行
日本拠点

A銀行
タイ拠点

タイ中銀

タイバーツ

担保受入れを連絡

日銀（担保の保管人）

タイ中銀
担保口座

A銀行
口座

振替

基本合意 適格担保

タイ中央銀行 2011年 日本国債、
日本円

シンガポール
通貨監督庁

2013年 日本国債、
日本円

インドネシア
中央銀行

2013年 日本国債

フィリピン
中央銀行

2015年 日本円



日中金融協力
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（参考） RQFII枠の付与 人民元クリアリング銀行の指定 人民元建て通貨スワップ

付与年月（金額） 指定年月（指定銀行） 締結年月

G7

米国 2016年 6月 （2500億元）
2016年 9月 （中 国 銀 行）

―
2018年 2月 （JP モルガン）

カナダ 2014年11月 （ 500億元） 2014年11月 （中国工商銀行） 2014年11月
イギリス 2013年10月 （ 800億元） 2014年 6月 （中国建設銀行） 2013年 6月
フランス 2014年 3月 （ 800億元） 2014年 9月 （中 国 銀 行） 2013年10月
ドイツ 2014年 7月 （ 800億元） 2014年 6月 （中 国 銀 行） ※欧州中央銀行と締結

イタリア ― ― ―

日本 付与に合意 （2000億元） 設置に合意 締結に合意

シンガポール 2013年10月 （1200億元） 2013年 2月 （中国工商銀行） 2010年 7月

韓国 2014年 7月 （1200億元） 2014年 7月 （中国交通銀行） 2008年12月

香港 2011年12月 （5000億元） 2009年 7月 （中 国 銀 行） 2017年11月

 日中金融協力は、拡大する日中間の経済・金融関係を支えるため、日中両国の金融市場における相互協力を強化し、

両国間の金融取引を促進するもの。

 2015年9月の麻生大臣と周小川・人民銀行総裁の面会で、以下の3点にかかる事務的な協議の開始に合意。

 2018年5月の安倍総理と李克強総理との首脳会談で3項目の実現等について合意。

○ RQFII※（人民元適格外国機関投資家）枠の付与 ※Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor

• 外国の機関投資家に対し、オフショア人民元で中国本土の証券等に投資することを認める制度

○人民元クリアリング銀行の指定

• オフショア市場における人民元決済を行うため、中国が各国に設置する決済銀行。

○日中通貨スワップ取極（円－人民元）

• 日中両国の金融システムの安定を目的に円元スワップを中銀間で再締結するもの。

ｱｰﾙｷｭｰﾌｨｰ



RQFII（Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor）の概要
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証券市場
（株式、債券等）

オフショア人民元
による投資

機関投資家

RQFII
アールキューフィー

○ 外国の機関投資家に対し、中国国外にある人民元（オフショア人民元）で中国本土の証券（株式・

債券）に、国別に割り当てられた上限額の範囲で投資することを認める制度。2011年に導入。

○ RQFIIの国別投資枠の取得により、中国本土市場への投資機会の拡大・中国国内の投資の活性化に

加え、東京オフショア人民元市場の発展にも寄与することが見込まれる。

日本 中国

機関投資家



人民元クリアリング銀行
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（参考）人民元クリアリング銀行による資金決済 （国内他企業又は中国企業との人民元決済取引）

○ 人民元クリアリング銀行は、オフショア市場における人民元決済を行うため、中国が各国に設置する決済銀

行。東京オフショア市場の発展、中国国内への投資の活性化に寄与。

○ 東京のクリアリング銀行は中国の店舗から一定の人民元流動性供給を受けることが可能であり、オフショア

人民元市場の流動性拡大にも役立つ。

銀行X
【口座】

銀行Y
【口座】

クリアリング銀行（東京拠点）

銀行X

企業A

銀行Y

企業B

中国国内決済システム

クリアリング銀行
（中国拠点）

中国地銀

中国企業

（クリアリング銀行 東京） （中国国内）

人民元/円 人民元/円



日中通貨スワップ（現地通貨建て）取極の概要
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2016年末時点：418億ドル

（出所）BIS

（億ドル）

○ 日本銀行は、日中両国の金融システムの安定を目的とする、中央銀行間の新たな円－人民元スワップ取極

について、中国人民銀行と協議中。人民元流動性セーフティネットの構築により、本邦金融機関の中国ビジネ

スの環境整備（注）及び東京市場での人民元取引の拡大といった効果も見込まれる。

（注）本邦金融機関の中国における人民元建て与信規模が拡大する中で、人民元決済に支障が生じた場合やそれに伴う金融

市場への影響に対応するためのセーフティネット構築の必要性も高まっている。

（参考）邦銀による人民元建て与信の推移



邦銀のライセンス取得要望、証券会社等の中国市場参入促進
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【邦銀の中国におけるライセンス取得要望】

○ 中国の金融の国際化・活性化、邦銀の中国ビジネスの競争力強化の観点から、以下を要望。
① 事業債引受資格 ：事業会社（居住者）が中国国内で発行する債券の引受資格
② パンダ債引受資格 ：非居住者が中国国内で発行する債券（パンダ債）の引受資格
③ 債券決済代理人資格 ：債券市場で売買を仲介する資格

【証券・生保分野の日系金融機関の中国市場への参入促進】

○ 証券会社、生命保険会社等における外国資本株式の比例を51％まで緩和し、3年後には規制を撤廃（2018年6
月末より施行）。

○ 中国の金融の対外開放に資するため、証券・生保分野の外資参入規制の緩和を踏まえ、日系金融機関の中
国市場への参入促進を要望。

（参考）
日系証券の中国進出状況

● 駐在員事務所（8社） ： 野村（’82）、大和（’83）、内藤（’03）、みずほ（’05）、三菱UFJ（’05）、岡三（’05）、
東洋（’08）、マネックス（’10）

● 合弁会社（現在なし）

日系生保の中国進出状況
● 合弁会社（3社）

・ 日本生命（’03） 中国農業銀行系の資産管理会社とに合弁（出資比率29％）
・ 明治安田生命（’11） 北京大発の大手IT企業（北大方正集団）との合弁（同29％）
・ 住友生命（’05） 損保 大手（中国人民保険集団）との合弁（同10％）

● 駐在員事務所（1社） ： 第一生命



日銀ネットの高度化

38
（出所）第37回外国為替等分科会（2018年3月12日） 日本銀行・山岡決済機構局長 発表資料



中国における電子小口決済の活用（Alipay・WeChatPay）
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• 中国のAlipay（アリババグループ）やWeChatPay（テンセント社）は、QRコードで決済を完了させるサービス。
利便性に加えて導入コストが低く、ユーザー数はそれぞれ5億人（Alipay）、9億人（WeChatPay）を超える。

• 両サービスはいずれも銀行ではない主体が提供。アリババグループやテンセント社は情報サービス全般を
提供しており、決済サービスで収益を上げるのではなく、決済サービスで得た情報を他のサービスで活用
するというビジネスモデル。個人の消費性向に関するビッグデータを活用したサービスを提供することで強
固な収益基盤を構築。

• 中国以外にも、インドやケニア等、現金以外の決済手段が未成熟な国々を中心に、銀行ではない主体が
電子決済サービスを提供する例が急速に増加。

中国： Alipay・WeChatPay

ビッグデータ

広告保険

金融 電子商取引

＜Alipay・WeChatPayのイメージ＞



シンガポール等におけるクロスボーダー決済への新技術の活用

40

• シンガポール中銀・カナダ中銀は、より安価かつ頑健な決済システムの実現を目指し、国内の銀行間決済
に分散型台帳技術を活用するプロジェクトをそれぞれ実施。

• 2017年11月に開催されたフィンテック・フェスティバル（星）において、両中銀が分散型台帳技術の活用に
係る共同プロジェクトを開始すると発表。クロスボーダー決済への分散型台帳技術の活用について検討を
開始。

シンガポール中銀・カナダ中銀： 分散型台帳技術に係る検討

＜銀行間決済における分散型台帳技術（DLT）の活用のイメージ＞

取引情報を中央管理主体（中銀等）の
台帳上で管理。台帳が一つしか存在し
ないため、台帳の可用性・改ざん耐性
を確保するためのコストが必要。

取引情報が記録された同一の台帳を各主
体（各国中銀・民間銀行等）が共有。同一の
台帳が複数存在するため、台帳の可用性・
改ざん耐性の確保が低コストで可能。



41（出所）金融審議会「金融制度スタディ・グループ」第９回（2018年6月18日）

金融市場の変化に即した業態横断型のルール（金融審議会「金融制度スタディ・グループ」）


