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要

約

ASEAN 諸国は過去 10 年間金融統合を進めてきており，ASEAN 経済共同体（AEC）の
下での事実上の統合と地域協定の双方が，域内諸国間の金融リンケージを強めたものとい
える。また，金融サービスの自由化，資本市場の発展，および資本勘定自由化における域
内の取組も域内金融市場の深化に貢献してきた。実際，ASEAN 諸国は，2015 年末までに，
金融セクターにおけるサービスの自由な流れと資本のより自由な流れを実現するために，

AEC ブループリントの措置の 87％を完了させている。しかしながら，域内の金融統合が
進んでいることが明らかな一方，ASEAN 諸国の経済は，数量ベースと価格ベースの両方
の統合指標から示唆されているように，域内の近隣諸国よりもむしろグローバルな金融市
場に統合されているようである。これは，域内におけるリスク分散の機会が限定的である
こと，流動性が不十分であること，適切な金融インフラへの連携が不足していること，国
家間の規制に質的差異が存すること，特に最低限の基準と規制を調和，維持する必要性が
あることが原因といえる。従って，ASEAN における金融統合をさらに深めるためには，
以下の点が重要である。
（a）引き続き金融市場の発展を促進する政策が優先的に実施され
ること。
（b）ASEAN は，国家レベルでのプログラム実施の強化を目指すこと。
（c）域内
金融統合への監視を緊急に進めること。
（d）域内金融統合はそれ自体が目的ではなく，開
発目標を達成するための政策手段であるため，より大きなマクロ経済的政策協調が必要で
あること。
キーワード：金 融統合，金融のグローバル化，ASEAN，経済統合，ASEAN 経済共同
体
JEL Classification：F1，F4，F6，F15，F36

Ⅰ．はじめに
資本市場および国際金融取引の統合の進行に

年代前半以来，世界中で対外資産および対外債

特徴付けられる金融のグローバル化は，1990

務の双方が急速に累積していることから明白で

＊１ 本稿は，財務省財務総合政策研究所 Public Policy Review, Vol.14, 2018 所収予定の Aladdin D. Rillo,“ASEAN
FINANCIAL INTEGRATION：OPPORTUNITIES, RISKS, AND CHALLENGES”を翻訳したものである。
＊２ アジア開発銀行（ADB）研究所 シニアエコノミスト
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あるように，年々進んでいるといえる（IMF，

ローの流出とボラティリティに大きな影響を及

2005）
。先進国におけるグローバルな金融統合

ぼしたと考えられる。例えば，他地域とおおむ

は新興国におけるものより進行が早く，その要

ね同レベルで金融統合が進んでいるアジアの株

因としては，情報技術へのアクセスや規制障壁

式市場において世界金融危機後も資金の流出が

の緩和の可能性における差異など様々な要因が

依然として大きいことは，同地域内および世界

考えられるが，金融のグローバル化が対外不均

の金融市場における統合がいかに進行している

衡を是正するきっかけを与えたことは事実であ

かを示唆している。このことは，地域の生産

る。例えば，金融のグローバル化が多様化を可

ネットワークおよびバリューチェーンを通じて

能にしたことが金融市場の深化と外性ショック

アジアにおける貿易フローが増加し続ける中，

に対する耐性の強化に繋がる可能性があると同

貿易統合の多様な側面を支えるべく強固な金融

時に，各国が金融フローによって追加的な貯蓄

市場リンケージが不可欠であることから，重要

を得ることで，投資と資本蓄積の増加がもたら

なものといえる。

されると考えられる。

このような背景から，本章では，アジア，特

しかしながら，金融のグローバル化は，金融

に ASEAN １）における金融統合の可能性，およ

市場の不確実性に関するリスクに代表されるよ

び傾向と課題を検討する。このような金融のグ

うな新たな課題やリスクをもたらしてきてい

ローバル化が進んだ時代に，金融セクターの

る。近年，世界的な金融安定リスクは，2007

ショックの伝播から免がれることができる国は

年の世界金融危機や 2010 年の欧州ソブリン危

存在せず，ASEAN 諸国の金融市場は他の地域

機において明らかなように，引き続き無視でき

と非常に密接に統合されていることから，他地

ないものとなっている。グローバルリンケージ

域と同様にグローバルな金融不安の影響を受け

の強化によって，多くの国は外性ショックに対

ている。

してさらに脆弱になっており，それは資本フ

Ⅱ．金融統合の概要
金融統合という言葉は，金融の開放度が高い

これらの機会を活用しようとするものとしてい

ことや，資本や金融サービスのクロスボーダー

る。別の見解では，国の金融市場が他国の金融

の動きを連想させることが多いが，標準的な定

市場と緊密に統合されていくプロセスの観点か

義は存在しない。ある見解においては，同じリ

ら金融統合を考察している。この見解において

スクを持つ資産は所在地に関係なく予定された

は，市場参加者に対する唯一のルールが存在

リターンを有するべきとする一物一価の法則の

し，金融商品またはサービスへの平等なアクセ

観点から金融統合を考察しており，投資家がい

スおよび市場における平等な取り扱いが存在す

かなる差別も受けないと仮定すると，投資家は

ることを示唆している。

価格が収束し，一物一価の法則が回復するまで

金融統合を達成する方法は多々存在する。地

１）ASEAN は，主に政治的理由から，1967 年に５カ国（インドネシア，マレーシア，フィリピン，シンガポー
ル，およびタイ。総称して ASEAN-5）によって設立された。その後，現在の 10 カ国（ASEAN-5，ブルネイダル
サラーム，カンボジア，ラオス人民民主共和国，ミャンマー，およびベトナム）に拡大し，1976 年の ASEAN 協
和宣言を始め，より大きな経済協力に向けての動きを広げた。
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域統合協定への加盟のような正式な合意による

販売価格または利回りを比較することが挙げら

方法もある一方，国内市場への外国銀行の参入

れるが，これは金融統合が完了した場合に保持

の場合のように，明示的な合意がなく，事実上

しなければならない「一物一価の法則」の直接

表出する場合もある。それにもかかわらず，こ

的なテストといえる。他方，金融統合の数量

れら２つの形態の金融統合は相互補完的であ

ベースの指標は，クロスボーダーの活動範囲を

る。地域レベルでの正式な金融統合によって他

把握するための単純な比率であり，貯蓄と投資

の国々との金融リンケージが拡大する可能性が

の相関関係を考慮する伝統的な指標である。す

ある。例えば，各国の金融市場の結び付きが強

なわち，金融市場が十分に統合されていれば，

化されるにつれて，外国銀行が子会社や支店を

投資と貯蓄の相関関係は低くなるはずである，

国外に設立する場合のように，各国はグループ

ということである。その他の数量ベースの指標

内だけでなく世界の他の国々からの市場参入を

としては，GDP に対する対外資産および対外

促すような基準と規制を策定するといったこと

債務の残高の比率と，GDP に対する資本フロー

である。

の比率が挙げられるが，数量ベースの指標は使

金融統合は価格と数量の指標で測定できる。
その方法の１つとして，様々な金融商品の直接

いやすい反面，データ入手が困難であることが
課題である。

Ⅲ．アジアにおける金融統合の証拠
アジアでは金融統合が年々進んでいるが，貿

分断され，小規模で非流動的なものとなってい

易統合と比べるとその水準は低く，アジア域内

ることにより，投資家はリスク共有のために，

での貿易フローが約 60％である反面，域内に

金融商品についてより多くの選択肢を提供する

向けられる金融取引フローはわずか 20％であ

先進国の主要金融市場に投資を振り分けている

る。それにもかかわらず，アジアにおける金融

ことが挙げられる。また，一部のクロスボー

統合の状況は大幅に改善されてきている（Gar-

ダー金融取引に関する厳格な規制や政策もアジ

cia-Herrera et al, 2010）。アジア金融危機以来，

ア全体の金融市場の統合を妨げている要因であ

同地域は膨大な外貨準備を蓄積してきており，

り，アジア諸国における資本勘定と税制度の違

対外直接投資（FDI）とポートフォリオ投資を

いが金融取引コスト上昇させ，クロスボーダー

通じた外貨の流入が地域の巨大な貿易フローを

で株式や債券を保有する上での障害となること

支えてきた。また，地域全体において現地通貨

が多いことが一例として挙げられる。

建て債券が大幅に増加したことからも明らかな

こうした制約にもかかわらず，過去 30 年来，

ように，アジアの金融市場も深化してきたとい

アジアの金融市場はますます統合されてきてお

える。

り，それは数量ベースと価格ベースの両方の指

金融市場の統合が進行していることは明白で

標で確認できる。図１と図２は，アジア諸国経

あるものの，アジア諸国は域内よりも域外先進

済における月次株式市場リターンと 10 年債利

国と相対的に強く結び付いており，このよう

回りのクロスボーダーの標準偏差を示してい

に，アジアにおける金融市場の統合が限定的で

る。これらの価格指標は，金融資産のリターン

あることには様々な要因があると考えられる。

における連動性の観点から金融市場における統

その１つとして，アジアにおいては金融市場が

合の程度を測定するものであり，分散のような
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図1: 株式リターンの市場間分布 (%)
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（注）Hodrick-Prescottフィルターを使用して線形トレンドを除去した日次株式市場リターンの市場間標準偏差。アジアは東アジア、南アジア＋カザフス
Hodrick-Prescott フィルターを使用して線形トレンドを除去した日次株式市場リターンの市場間標準偏
（注）
タン、東南アジアを含む。東アジアは中華人民共和国、香港、日本、大韓民国、モンゴル、中華民国を含む。南アジアは、バングラデシュ、インド、パキス
タン、スリランカを含む。東南アジアは、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムを含む。2014年3月31日までのデー
差。アジアは東アジア，南アジア＋カザフスタン，東南アジアを含む。東アジアは中華人民共和国，
タ。
香港，日本，大韓民国，モンゴル，中華民国を含む。南アジアは，バングラデシュ，インド，パキス
（出典）Bloombergのデータを使用したADBの計算。
アジア経済統合報告書（2014年4月）。

タン，スリランカを含む。東南アジアは，インドネシア，マレーシア，フィリピン，シンガポール，
タイ，ベトナムを含む。2014 年３月 31 日までのデータ。

（出典）Bloomberg のデータを使用した ADB の計算。アジア経済統合報告書（2014 年４月）。

10 年債利回りのσ - 収束－アジア
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（注）EU = 欧州連合、US = 米国。（i）価値は、小地域に含まれる個々の国のσ-収束の非加重平均を指す。各国のσ-収束は、全ての対ごとの標準偏差の単純平均である。データは、Hodrick-Prescott法を用いてフィルタリングさ
EU ＝欧州連合，US ＝米国。（ⅰ）価値は，小地域に含まれる個々の国のσ - 収束の非加重平均を指す。各国のσ - 収束は，
（注）
れている。（ⅱ）東アジアは中華人民共和国、香港、日本、大韓民国、中華民国を含む。東南アジアは、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイを含む。オセアニアは、オーストラリアとニュージーランド

全ての対ごとの標準偏差の単純平均である。データは，Hodrick-Prescott 法を用いてフィルタリングされている。（ⅱ）東

を含む。先進アジアは、日本とオセアニアを含む。新興アジアは、東南アジアと東アジアを含む。アジアは、先進アジアと新興アジアを含む。グローバルは、アジア、コロンビア、EU、メキシコ、米国を含む。
（出所）Bloombergのデータを使用したADBの計算、CEIC、Espinoza et al (2010)およびPark（2013）の方法論。

アジアは中華人民共和国，香港，日本，大韓民国，中華民国を含む。東南アジアは，インドネシア，マレーシア，フィリ
ピン，シンガポール，タイを含む。オセアニアは，オーストラリアとニュージーランドを含む。先進アジアは，日本とオ
セアニアを含む。新興アジアは，東南アジアと東アジアを含む。アジアは，先進アジアと新興アジアを含む。グローバル
は，アジア，コロンビア，EU，メキシコ，米国を含む。
（出所）Bloomberg のデータを使用した ADB の計算，CEIC，Espinoza et al（2010）および Park（2013）の方法論。

大きな差がある場合，それらの市場は完全には

に関しては，東アジアと ASEAN-4（インドネ

統合されていないと考えられる。図１より，東

シア，マレーシア，フィリピン，およびタイ）

南アジアにおいて収束度合いは最も高く（リ

で変動に係る係数が急激に低下していることか

ターンの標準偏差が最も低い）
，他のサブリー

ら，同地域における収束が最も顕著であり，こ

ジョナル市場と比較しても最も強い連動性と域

れは，各国におけるスプレッドが互いに近付き

内金融統合の程度が示されている。債券利回り

始めたことを意味するものである。

－91－

ASEAN の金融統合の可能性，そのリスク，および課題

量的指標はまた，金融統合の上昇傾向も示し

とを示しているが，その資産保有の大部分は依

ている。アジアのクロスボーダー資産保有額

然として他地域に向けられているものである。

は，2010 年 の 11.4 兆 米 ド ル か ら 2015 年 に は

同じ傾向はアジアのクロスボーダー負債で顕著

14.5 兆米ドルへと 27% 増加しており（表１）
，

であり，2015 年には 31％増加して 15.1 兆米ド

これらの資産の大部分は銀行債権（4.1 兆米ド

ルになった（表２）
。このように，クロスボー

ル），次いでポートフォリオ負債資産（3.5 兆米

ダー負債総額における域内シェアは徐々に増加

ドル），対外 FDI 残高（3.6 兆米ドル）
，および

し，域内金融統合の水準が上昇したことを示唆

ポートフォリオ株式資産（3.2 兆米ドル）が占

しているものの，負債に関するアジアの金融リ

めている。クロスボーダー資産の域内シェアに

ンケージは，域内よりも他地域との方が強い。

ついても長年に亘り全ての資産タイプを通じて

アジアにおける展開を考えると，ASEAN に

増加しており，徐々に金融統合が進んでいるこ

おける金融統合も完全なものからはほど遠く，

表１

クロスボーダー資産－アジア（10 億米ドル，%）
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（注）FDI ＝直接投資。FDI 資産は対外 FDI の保有を指す。銀行資産はアジア諸国の銀行
債権を指す。アジアは 2015 年 12 月 15 日時点でデータが入手可能な 48 の全ての ADB
の域内加盟国を含む。
（出所）国 際通貨基金のデータを使用した ADB の計算。証券投資残高調査。http://cpis.

imf.org（2017 年９月にアクセス）；国際通貨基金。直接投資残高共同調査。http://
cdis.imf.org（2017 年２月にアクセス）；および国際決済銀行。国際資金取引統計。
https://www.bis.org/statistics/bankstats.htm（2017 年５月にアクセス）。

表２

クロスボーダー負債－アジア（10 億米ドル，%）
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（注）FDI ＝直接投資。FDI 債務は対内 FDI の保有を指す。アジアは 2015 年 12 月 15 日時点
でデータが入手可能な 48 の全ての ADB の域内加盟国を含む。
（出所）国 際通貨基金のデータを使用した ADB の計算。証券投資残高共同調査。http://

cpis.imf.org（2017 年９月にアクセス）；国際通貨基金。直接投資残高共同調査。
http://cdis.imf.org（2017 年２月にアクセス）；および国際決済銀行。国際資金取引
統計。https://www.bis.org/statistics/bankstats.htm（2017 年５月にアクセス）
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ASEAN 諸国の金融市場は依然として域内より （図３），保有資産の大部分がポートフォリオ債
もグローバルな市場と統合されている。ASE務（1.1 兆米ドル）と対外 FDI（0.2 兆米ドル）
AN-5 のクロスボーダーポートフォリオ保有
に投資されていた。しかしながら，予想通り，
これらの資産投資の大部分は他地域を対象とし
（株式と債務）の規模がその証拠であり，2014
ており，域内の金融統合が限定的であることを
年には，ASEAN-5 が保有する債務ポートフォ
示している。ASEAN 経済のほとんどは，対外
リオ全体のうち約 72.1％が先進国市場（特に米
FDI の蓄積を通じて結びついており，42％を域
国と欧州）内のものである一方，アジア内のも
のはわずか 24% と推測されている。それにも
内で保有しつつも，ポートフォリオ債務とポー
かかわらず，金融統合は年々進行している。
トフォリオ株式の資産保有においては結びつい
2000 年以降蓄積されてきたこの地域の外貨準
ておらず，これらの資産タイプの域内シェア
備高は，資金源が多様化していることもあり，
は，それぞれ 11.1％と 7.8％と小さいままであっ
2016 年には 7,540 億米ドルに達し，新興アジア
た。
の現地通貨建て債券市場規模は 2016 年に約 11
2014 年には，ASEAN のクロスボーダーの負
兆米ドルに増加した２）。さらに，域内の FDI 流
債総額は 3.7 兆米ドルに達し，クロスボーダー
の資産（2.7 兆米ドル）を上回り，投資先とし
入総額は，2000 年の 210 億米ドルから 2014 年
て魅力的な地であることを強調しており，これ
には 1,360 億米ドルに増加した。より重要なこ
FDI であった（図
ととして，2000 年には FDI 総額の６％であっ 図 らの投資のほとんどは対内
3. クロスボーダー資産– ASEAN
た域内相互の FDI の流れが，FDI 総額の約 18％
４）。しかしながら，クロスボーダーの資産保
有の場合と同様，債務に関する ASEAN の金融
を占めていたことである。
ASEAN の金融市場統合の程度を測定するた
リンケージは，引き続き規模が小さく，減少す
らしている域内シェアから明らかなように，限
めに，ASEAN 諸国全体の FDI，ポートフォリ
定的なままである。
オおよび銀行債権の傾向を検証する。ASEAN
のクロスボーダー資産総額は，2010 年の１兆
米ドルから 2014 年には 2.7 兆米ドルに増加し
図 3. クロスボーダー資産– ASEAN
図３ クロスボーダー資産－ ASEAN

（注）FDI ＝直接投資，ROW ＝世界のその他の地域，n/a ＝データ入手不可。
（注）FDI = 直接投資、ROW =世界のその他の地域、n/a = データ入手不可。

年９月にアクセス），直
（出所）以下のデータより著者作成。国際通貨基金（IMF）の証券投資残高共同調査（2016
（出所）以下のデータより著者作成。国際通貨基金（IMF）の証券投資残高共同調査（

接投資残高共同調査（2016 年４月にアクセス），および国際決済銀行の銀行統計（2016
ス）、直接投資残高共同調査（2016 年年９月にアクセス）
4 月にアクセス）、および国際決済銀行の銀行
セス）

図 4. クロスボーダー負債 – ASEAN
２）新興アジアは，中華人民共和国，香港，中華民国，インドネシア，大韓民国，マレーシア，フィリピン，シ
ンガポール，タイ，ベトナムを含む。

－93－
（注）FDI = 直接投資、ROW =世界のその他の地域、n/a = データ入手不可。
（出所）以下のデータより著者作成。国際通貨基金（IMF）の証券投資残高共同調査（2016 年 9 月にアクセ
ス）、直接投資残高共同調査（2016 年 4 月にアクセス）、および国際決済銀行の銀行統計（2016 年 9 月にアク
セス）

（出所）以下のデータより著者作成。国際通貨基金（IMF）の証券投資残高共同調査（2016 年 9 月にアクセ
ス）、直接投資残高共同調査（2016 年 4 月にアクセス）、および国際決済銀行の銀行統計（2016 年 9 月にアク
セス）

図 4. クロスボーダー負債
– ASEAN
ASEAN の金融統合の可能性，そのリスク，および課題
図４

クロスボーダー負債－ ASEAN

（注）FDI ＝直接投資，ROW ＝世界のその他の地域，n/a ＝データ入手不可。FDI 債務は対内 FDI の保有を指す。FDI
残高データは 2009 年から 2014 年までのみ入手可。

（注）FDI = 直接投資、ROW =世界のその他の地域、n/a =データ入手不可。FDI 債務は対内 FDI の保有を指
す。FDI 残高データは 2009 年から 2014 年までのみ入手可。
投資残高共同調査（2016 年４月にアクセス），および国際決済銀行の銀行統計（2016 年９月にアクセス）
（出所）以下のデータより著者作成。国際通貨基金（IMF）の証券投資残高共同調査（2016 年 9 月にアクセ
ス）、直接投資残高共同調査（2016 年 4 月にアクセス）、および国際決済銀行の銀行統計（2016 年 9 月にアク
セス）

（出所）以下のデータより著者作成。国際通貨基金（IMF）の証券投資残高共同調査（2016 年９月にアクセス），直接

Ⅳ．ASEAN の通貨・金融統合のためのロードマップ
ASEANにおいて統合を推進する主な手段は，
2003 年 に ASEAN の 財 務 大 臣 の 承 認 を 得 た
ASEAN の通貨・金融統合のためのロードマッ
プである。ロードマップは，2015 年までの域
内経済統合の最終目標としての ASEAN 経済共
同体（AEC）の設立を支援するために展開さ
れたものであり，AEC の下では，金融市場の
統合が重要な優先事項となっている。この統合
によって，域内におけるサービスの自由な流れ
と資本のより自由な流れを促進することが想定
されていた。
ロードマップが策定されて以来，ASEAN 金
融市場の統合を促進するために，金融サービス
の自由化，資本市場の発展，資本勘定自由化に
向けた活動が行われてきた。2003 年以降進展
が見られる一方，ASEAN の金融統合も事実上
行われていたことから（1990 年代の金融のグ
ローバル化の進展が原因となっている）
，最近

の金融状況をこれらの取組の結果と考えるのは
依然として困難ではあるが，以下では，金融統
合の様々な分野における ASEAN の取組の概要
を説明する。
金融サービスの自由化

ASEAN における金融サービスの自由化は，
より効率的な金融サービスの提供を可能にする
ために域内の金融サービスのサブセクターを開
放することを意味する。ASEAN サービス枠組
３）
協定（AFAS）
と呼ばれる地域協定では，市場

アクセスと内国民待遇の双方の改善に関する漸
進的な自由化を通じて，銀行業や保険業を含む
金融サービス部門の規制が徐々に取り除かれて
いる。

AFAS の下では，サービス部門の効率性と競
争力を向上させるため，域内全体の市場参加者
に金融サービスが開放することを想定してい

３）1995 年 12 月 15 日にバンコクで ASEAN の経済大臣が署名した AFAS は，以下を目的とする。（a）ASEAN の
サービス産業の効率性と競争力を向上させるために ASEAN 加盟国間のサービス協力を強化する。（b）サービス
における実質的な貿易障壁を取り除く。および（c）世界貿易機関のサービスの貿易に関する一般協定（GATS）
に基づく自由化の深度と範囲を拡大することにより，サービスの貿易を自由化する。
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る。AFAS は GATS と同様のアプローチを採用

276 の金融サービスサブセクターを AFAS に基

しており各国はそれぞれの金融部門内における

づき自由化させること，あるいは前回の交渉時

特定のサブセクターの開放を約束するラウンド

のコミットメントと比較して 70％増加させる

交渉に参加できるようになる。自由化は異なっ

ことを約束した。これらのコミットメントの大

た供給形態の中で存在し得るものであり，市場

部分は，資本市場，銀行業，保険業のサブセク

アクセスと内国民待遇の両方のコミットメント

ターにおけるものであり，サブセクター全体の

をカバーすることができる。1998年に金融サー

コミットメントがかなり顕著に，長年に亘り漸

ビスの自由化に関する正式な交渉が開始して以

進的に自由化されている。例えば，表５に示す

来，ASEAN はすでに６回のラウンド交渉を終

ように，第５次パッケージで行われたコミット

４）

えている 。かかる交渉の成果は，2015 年まで

メントの全体的な自由化率は，第２次パッケー

のさらなる自由化を約束したサブセクターを含

ジ（54％） と GATS 多 国 間 取 極（53％） の コ

む，域内の金融サービスの自由な移動を促進す

ミットメントと比較して 59％である。これは，

るために各国が履行することに同意したサービ

AFAS の任務と調和して，ASEAN 諸国が金融
サービスの貿易障壁を取り除くためにますます
高水準のコミットメントを提示し，域内の金融
市場統合の初期条件を整備していることを意味
５）
する（ERIA, 2013）
。

スコミットメントのパッケージに含まれている
（表３）
。
確定したサービスコミットメントの第５次
パッケージ（表４）に基づき，ASEAN 諸国は，

表 3: 2015
ASEAN
金融サービスのサブセクター
表３年の自由化に向けて特定された
2015 年の自由化に向けて特定された
ASEAN
金融サービスのサブセクター

（出所）ASEAN 事務局（2007），AEC ブループリント 2015

（出所）ASEAN 事務局 （2007），AEC ブループリント 2015

４）1996 年１月１日に AFAS に基づくサービス自由化の第一次ラウンド交渉が開始したが，ASEAN の経済大臣
（AEM）のプロセス下では，航空輸送，ビジネスサービス，海上輸送，通信，および観光のみが交渉された。金
表 4: コミットされた金融サービスのサブセクターの数 - ASEAN
融サービスの実際の交渉は，交渉が ASEAN の財務大臣（AFM）プロセスに移行した 1999 年の第２次交渉で開始
した。それ以来，６回のラウンド交渉とサービスコミットメントのパッケージが
2002第
年（第２次）
，2005 年（第
金融サービス    
AFAS 第 2 パッケージ AFAS
5 パッケージ
GATS
３次），2008
年（第４次），2011 年（第５次），2013 年（第６次）に完了した。第７次交渉は
2014 年に開始し，
サブセクター
（確定）
（確定）
2016 年に完了したが，第７次のコミットメントのパッケージはまだ署名されていない。
保険
68
18
70
５）例えば，ERIA による同じ研究では，保険業において，高い自由化率の背景には，新しいサブセクターの予
銀行
62
37
75
定設定と，保険補助と保険仲介の両方に対するサービスの制限緩和があることが判明した。銀行業の場合，より
高い自由化率は，支払いと送金，および保証とコミットメント双方の制限の緩和を通じてもたらされた。
資本市場
84
17
100

その他

21

合計

235
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（出所）ERIA （未発表レポート、2012）
表 5: ASEAN 金融サブセクターの自由化率 (%)

10

31

82

276

（出所）ASEAN
（出所）ASEAN 事務局
事務局 （2007），AEC
（2007），AEC ブループリント
ブループリント 2015
2015
ASEAN の金融統合の可能性，そのリスク，および課題

4: コミットされた金融サービスのサブセクターの数
コミットされた金融サービスのサブセクターの数
ASEAN
表 4:
-- ASEAN
表
表４ コミットされた金融サービスのサブセクターの数－
ASEAN
金融サービス    
金融サービス
GATS
GATS
サブセクター
サブセクター

AFAS 第
第2
2 パッケージ
パッケージ
AFAS
（確定）
（確定）

AFAS 第
第5
5 パッケージ
パッケージ
AFAS
（確定）
（確定）

保険
保険

68
68

18
18

70
70

銀行
銀行

62
62

37
37

75
75

資本市場
資本市場

84
84

17
17

100
100

その他
その他

21
21

10
10

31
31

82
82

276
276

合計
235
合計
235
（出所）ERIA
（未発表レポート、2012）
（出所）ERIA （未発表レポート、2012）

（出所）ERIA（未発表レポート，2012）

表 5:
5: ASEAN
ASEAN 金融サブセクターの自由化率
金融サブセクターの自由化率 (%)
(%)
表
表５

ASEAN 金融サブセクターの自由化率（%）

57.19
57.19

AFAS 第
第2
2 パッケージ
パッケージ
AFAS
（確定）
（確定）
59.56
59.56

AFAS 第
第5
5 パッケージ
パッケージ
AFAS
（確定）
（確定）
66.03
66.03

銀行
銀行

52.76
52.76

55.20
55.20

60.40
60.40

資本市場
資本市場

51.73
51.73

37.29
37.29

54.70
54.70

その他
その他

53.36
53.36

63.34
63.34

54.30
54.30

53.85
53.85

58.86
58.86

金融サブセクター
金融サブセクター

GATS
GATS

保険
保険

合計
53.76
合計
53.76
（出所）
ERIA
（未発表レポート，2012）
（出所） ERIA （未発表レポート，2012）

（出所）ERIA（未発表レポート，2012）

ASEAN における銀行サービスと保険サービ
スの優位性を前提に，これらのサブセクターの
自由化と統合における作業は著しく増加してき
た。2020 年までに，域内に準統合された銀行
業のための道を開く適格 ASEAN 銀行の設立が
進められている。保険では，ASEAN 保険統合
フレームワークが最終決定され，より競争力の
ある保険市場と消費者にとってより多くの選択
肢を確保するために漸進的な自由化を導くこと
で合意した。この枠組みの下で，ASEAN 諸国
は，国際輸送（MAT）保険における海上，航
空，物品のクロスボーダー供給の自由化を優先
することに合意した。保険サービスの地域的統
合におけるさらなる発展は，AEC の下での貿
易，投資，経済統合を支援する有意義なものに
なるであろう。
現時点において，域内の金融サービスの質が
年々向上していると幅広指標が示していること
から，さらなる域内金融統合を進める必要性が
より正当化されている。表６に示すように，

ASEAN は，「クレジットへのアクセスの容易
さ」や「銀行の健全性」など，域内の金融サー
ビスのアクセス／品質指標のグローバルランキ
ングを大幅に改善している。しかしながら，
ASEAN のランキングは，依然として BIC 諸国
（ブラジル，インド，中国，南アフリカ）のよ
うな他の新興市場よりも低く，ASEAN 諸国は
金融のグローバル化の恩恵を十分に享受するた
めに金融サービスの質をさらに向上させる必要
があることが示されている。
資本市場の発展

ASEAN の資本市場は，アジア金融危機以来
急速に成長している。銀行は依然としてこの地
域の金融システムにおける優位性をもっている
が，債券と株式は現在，ASEAN の金融資産に
おけるシェアを拡大している。深く，流動的で
効率的な資本市場が発展することで，この地域
が多額の貯蓄を生産的な投資に向け，経済発展
のための資金源を多様化することが可能になる
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表 6: 金融サービスの質に関する
ASEAN ランキング（2008～2012）
表６ 金融サービスの質に関する
ASEAN ランキング（2008～2012）

Table 1. ASEAN Rankings in Quality of Financial Sevices (2008-2016)
Ease of Access to Credit
Soundness of Banks
2008
2016
2008
2016
Brunei
Cambodia
Indonesia
Malaysia
Philippines
Singapore
Thailand
Viet Nam
Lao PDR
Average ASEAN (excl. Myanmar)

62
107
65
15
89
11
44
91
60.5

86
76
26
25
46
3
34
83
70
49.9

61
125
121
50
72
13
75
113
78.8

91
92
72
44
43
8
35
117
84
65.1

Brazil
India
China
South Africa
Average BICS

77
42
99
31
62.3

85
39
36
12
43

24
51
108
15
49.5

38
75
79
2
48.5

（注）数値は 2008 年と 2016 年の順位を示す。国際競争力レポートがカバーする国の合計数は，それ

（注）数値は 2008 年と 2016 年の順位を示す。国際競争力レポートがカバーする国の合計
GCR の経営者層へのアンケー
ぞれ 134 カ国（2008
年）
，144 カ国（2016
。ランキングは，
数は、それぞれ
134 カ国（2008
年）、144 年）
カ国（2016
年）。ランキングは、GCR
の経営
ト調査からのスコアに基づく。アンケートでは，信用へのアクセスについて「１」（非常に難
者層へのアンケート調査からのスコアに基づく。アンケートでは、信用へのアクセスについ
て「1」（非常に難しい）から「7」（非常に易しい）までランク付けされている。同様
しい）から「７」（非常に易しい）までランク付けされている。同様に，銀行の健全性につい
に、銀行の健全性について、「1」（支払不能で救済が必要）から「7」（健全な財務諸表
て，「１」（支払不能で救済が必要）から「７」（健全な財務諸表で全般的に健全）までランク
で全般的に健全）までランク付けさわれている。
付けさわれている。
（出所） 国際競争力レポート（GCR: Global Competitiveness Report）、世界経済フォー
（出所）国際競争力レポート（GCR：Global Competitiveness Report），世界経済フォーラム（2008,
ラム （2008,2016）
2016）

きが強い。クロスボーダーの資本市場取引が依

であろう。
域内資本市場の発展と統合については，その

然として分断されており，より統合されたプ

重要性が増す一方で，課題が存在している。１

ラットフォームにおいて存在しうる，真に必要

つの重要な課題は，各国間で資本市場の発展度

とされるさらなる深みと流動性を持った地域独

合が異なることである。ASEAN 債券市場では，

自の市場が与えられていない。さらに，資本市

一部の市場は十分に発展しているが，一部はま

場における規模の経済と効率的な市場仲介の実

だ発展途上であり，他はほとんど初期段階のま

現を妨げる大きな障壁によって，統合が困難に

まであるように，市場の発展段階に差が生じて

なっている。

いる。機関投資家による投資，特に保険，年金

これらの課題を認識すると，資本市場の発展

基金，投資信託は依然として小さい一方，株式

目標は，ASEAN の資産クラスとしての発展を

市場は ASEAN-5 とベトナムのみに集中してい

促し，域内投資の流れを促進し，域内の貯蓄を

る。もっとも，大部分の ASEAN 諸国の資本市
場は，発展段階の違いによって潜在的な上昇の
可能性を実現できないでいる。
もう一つの課題は，ASEAN の資本市場が分
断されており，金融仲介の質が制限されている
ことである。ASEAN の資本市場は発展を続け
ているものの，域内よりも他の地域との結び付

再利用することによって，域内資本市場を深化
させ，統合することである。これは，域内資本
市場の効率性と能力を高める様々な取組を通じ
て，市場アクセス，連携，流動性を強化するこ
とによって達成することができる。アプローチ
の方法としては，規則同士の相互承認と調和，
および市場インフラの連携によって実施される
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と考えられる。

この計画を実現するために，資本市場の統合

一般に，ASEAN における資本市場の統合は，

をさらに強化するための様々な取組が展開され

市場ギャップに対処し，資本構築プログラムの

ている。一つは，共通の目論見書の枠組みの開

実行を促進することにより行われており，主に

発であり，これにより債券発行者は，合理化レ

株式市場および債券市場が発展することを通じ

ビュープロセス７）を通じて，多国間の普通債務

て実施されるものである。

または株式の一次募集について，ASEAN 開示

株式市場の統合については，資本市場の連結

基準に従って作成された単一の目論見書を登録

をより一層高めるための取組の展開と実施を促

して使用することができる。活発で十分に機能

すために，2009 年に ASEAN 資本市場統合実施

する域内資本市場を支えるために，会計基準の

計 画（ASEAN Capital Markets Integration
Plan）６）が策定された。この計画の下では，統
合について，以下の３つの重要な優先事項が考
えられている。（a）地域統合を可能にするため
の環境を創出すること（b）市場インフラと，
地域的に焦点を絞った製品と仲介者を創出する
こと（c）実施プロセスを強化すること，であ
り，各項目は，この計画を支える主な取組と戦
略によっても示されている（図５）
。

統一，資本市場専門家について互いの認識を強

図 5: 資本市場実施計画

Enabling Environment
for Regional
Integration

図５

化すること，法的・紛争解決の枠組みの強化に
も取り組んでいる。
もう１つの取組は，集団投資スキーム（CIS）
の相互承認である。2013 年 10 月に開発され，
2014 年８月に運用が開始された ASEAN CIS フ
レームワークでは，ある管轄国で許可された投
資スキームが，他のすべての参加管轄国で認め
られ，オファーすることができる。現在，３つ

資本市場実施計画

Market Infrastructure
and Regionally
Focused Products

Implementation
Mechanism

（出所）Rillo（2015）

（出所）Rillo (2015)

ASEAN 資本市場ランキング
2008～2016
表 7.
ASEAN の証券当局の首脳のための
ASEAN 資本市場フォーラム（ACMF）
６）実施計画は，2004
年に設立された
は，AEC ブループリント 2015 の目標を支援する計画を策定した。同計画は，
の主要な取組みであった。ACMF
Table 6. ASEAN Capital Markets Rankings (2008-2016)
Legal Rights Index
Venture Capital Ability Regulation of Security Exchanges
2009 年４月９日に ASEAN の財務大臣によって承認された。
2008
2016
2008
2016
2008
2016
７）2015 年３月３日に確立された ASEAN 共通目論見書の合理化レビュー枠組み（Streamlined Review FrameBrunei
29
86
78
61
101
73
work for the ASEAN
Common Prospectus）は，参加３カ国（マレーシア，シンガポール，タイ）において，2015
Cambodia
128
4
95
66
130
117
Indonesia
52
68
41
20
37
60
年９月２日に正式に発効した。この枠組みは，オファー／上場申請の見直しと目論見書の登録を同期化し，複数
Malaysia
8
28
18
6
32
30
の ASEAN 管轄国を跨ぐ株式証券および普通債務証券のオファーを容易にすることを目的としている。
Philippines
93
97
77
65
66
40
Singapore
Thailand
Viet Nam
Lao PDR
Average ASEAN (excl. Myanmar)

Brazil
India
China
South Africa

3
52
29
49.25
119
29
93
52

20
97
28
46
52.67

12
53
59
54.13

3
31
43
63
39.78

7
36
81
61.25

1
45
102
104
63.56

108
46
86
68

79
27
49
29

95
9
14
53

28
25
109
5

54
58
57
3
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の国（マレーシア，シンガポール，タイ）がこ

る ASEAN の上場企業の３つの年次評価がこれ

の制度を実施しており，現在までに 13 のファ

まで実施されている。

ンドがこの枠組みのもとで適格 CIS としての認

このような進展にもかかわらず，資本市場の

可を受け，これらの国の個人投資家にオファー

統合は依然として資本移動の自由化へ向けて

することが認められている。

様々な障害が取り除かれる速度に左右され，残

さらに，2012 年以降，マレーシア，シンガ

念なことに表７のようにこれらの障害は依然と

ポ ー ル， タ イ の 取 引 所 を 含 む 株 式 市 場 連 携

して存在する。グローバルランキングに基づく

（ASEAN Trading Link）が実施されており，清

と，2008 年と比較して ASEAN 資本市場の規制

算，決済，預託のための取引後連携を確立する

枠組みの質は，過去８年間において平均して悪

計画が進められている。取引後連携の発展を支

化している。多くの ASEAN 諸国は，他の新興

援するため，ASEAN 資本市場インフラブルー
プリント（ASEAN Capital Market Infrastructure Blueprint）が，資本市場統合に関わる様々
な ASEANEnabling
機関の間の協力を促進し，深化させ
Environment
Market Infrastructure
for Regional
and Regionally
るために展開されてきた。
Integration
Focused Products
最後に，上場企業の透明性を高めるため，
2011 年には，経済協力開発機構（OECD）の
コーポレートガバナンス原則に基づいて
ASEAN コーポレートガバナンス・スコアカー
ド（ASEAN Corporate Governance Scorecard）
が開始された。この流れに従って，ASEAN ス
ターズ指数（ASEAN Stars Index：ASEAN の
上位 180 銘柄の優良株で構成）もまた，資産ク
ラスとしての ASEAN の発展をさらに促進する
ために創出された。スコアカードを使用してい
（出所）Rillo (2015)

国市場（BICS）と比較して，証券取引所の規

図 5: 資本市場実施計画

制において依然として低迷し続けている。興味
深いことに，ベンチャーキャピタルの利用可能
性における ASEAN のランキングは大幅に改善
Implementation

され，すべての国が上位に進んでいる。しかし
Mechanism
ながら，資本市場の統合を促進するために法的
な障害を取り除くことを検討する必要性は未だ
に存在している。2016 年時点においては，投
資家の法的権利保護に関する ASEAN 全体のラ
ンキングはさらに低下し，多くの ASEAN 諸国
で顕著に悪化している。
資本勘定の自由化
資 本 勘 定 自 由 化 の 枠 組 み（ 図 ６） で は，
ASEAN における金融統合を行うためには，資

表 7. ASEAN 資本市場ランキング 2008～2016
表７

ASEAN 資本市場ランキング 2008～2016

Table 6. ASEAN Capital Markets Rankings (2008-2016)
Legal Rights Index
Venture Capital Ability Regulation of Security Exchanges
2008
2016
2008
2016
2008
2016
Brunei
Cambodia
Indonesia
Malaysia
Philippines
Singapore
Thailand
Viet Nam
Lao PDR
Average ASEAN (excl. Myanmar)

29
128
52
8
93
3
52
29
49.25

86
4
68
28
97
20
97
28
46
52.67

78
95
41
18
77
12
53
59
54.13

61
66
20
6
65
3
31
43
63
39.78

101
130
37
32
66
7
36
81
61.25

73
117
60
30
40
1
45
102
104
63.56

Brazil
India
China
South Africa
Average BICS

119
29
93
52
73.25

108
46
86
68
77.00

79
27
49
29
46.00

95
9
14
53
42.75

28
25
109
5
41.75

54
58
57
3
43.00

（注）数値は 2008 年と 2016 年の順位を示す。国際競争力レポートがカバーする国の合計数は，それぞれ 134 カ国

（注）数値は 2008 年と 2016 年の順位を示す。国際競争力レポートがカバーする国の合計
（2008 年）
，144 カ国（2016 年）。
数は、それぞれ 134 カ国（2008 年）、144 カ国（2016 年）。
（出所）国際競争力レポート（GCR：Global Competitiveness Report），世界経済フォーラム（2008, 2016）
（出所） 国際競争力レポート（GCR: Global Competitiveness Report）、世界経済フォー
ラム（2008,2016）
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図 6. ASEAN 資本勘定自由化の枠組み
図６ ASEAN 資本勘定自由化の枠組み

（出所）Rillo (2015)

（出所）Rillo（2015）

図 7. ASEAN 銀行統合フレームワーク（ABIF）の基本原則

本の移動に対する法的および行政上の障害を取

はならない。

り除くことが必要である。その目標は，資本が

ロードマップが 2003 年に策定されて以来，

国を超えて自由に移動できるようにすることで

ミャンマーを除くすべての ASEAN 諸国は，経

あり，域内において，債券発行者はどこでも資

常収支の交換可能性に関する IMF 協定第８条

本を調達し，投資家はどこでも投資できるよう

を採択し，経常収支，FDI，ポートフォリオ投

にすることである。このような市場では，資本

資およびその他のフローにおける規則の評価と

市場仲介機関が自国の承認に基づいて ASEAN

特定のプロセスが完了した。これらの評価に基

全体でサービスを提供することができることに

づき，各国は ASEAN における資本勘定制度の

伴い，誰でも，単一のアクセスポイントから競

開放性を評価するために，個々の資本勘定自由

争的な手数料で，どの ASEAN 市場においても

化ヒートマップを開発した。ヒートマップは，

ASEAN の資本市場商品を自由に取引すること
ができるであろう。資本勘定自由化は，段階的
または漸進的に進めようとすれば経常収支，
FDI，ポートフォリオ投資，およびその他のタ
（出所）Rillo (2015)
イプの資本フローに関連する規則の評価と特定
の 後 に 行 わ れ な け れ ば な ら な い。 従 っ て，
AECブループリント８）のコミットメントに沿っ
て，資本勘定自由化のための国家プログラム
は，より自由な資本勘定制度に繋がると期待さ
れるが，必ずしも完全に開放された資本勘定と

各 ASEAN 加盟国の資本勘定制度の進展を監視
するために，定期的に更新されるものである。
各国の資本勘定制度を漸進的に自由化するた
めの国の計画とスケジュールを含む個々のマイ
ルストーンのブループリントも，各国によって
作成されている。ヒートマップとともに，マイ
ルストーンのブループリントの実施は，各国が
以下の点を追跡できる監視ツールを使用して定
期的に監視される。
（a）自由化目標を達成する
ために必要なマイルストーンといくつかの前提

８）AEC ブループリントによれば，資本勘定の全体的自由化は，以下の原則に基づいて導かれるべきである。
（a）加盟国の国家アジェンダと経済の準備状況に合致した秩序ある資本勘定自由化を確保すること。（b）自由化
プロセスから生じる可能性のあるマクロ経済の不安定性およびシステミック・リスクに対する適切なセーフガー
ドを許容すること。これには，マクロ経済の安定性を確保するために必要な措置を講ずる権利が含まれる。（c）
すべての ASEAN 諸国が自由化の便益を共有できるようにすること。
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条件の達成，
（b）マイルストーンのブループリ

るためのセーフガード措置を適用する際に，起

ントの成果に対するヒートマップにおける進展，

こりうるリスクを特定し，アイデアや経験を共

（c）自由化の目標レベルとギャップである。

有する目的をもって，国々が各国間の資本フ

最後に，資本勘定を開放する過程での適切な

ローの傾向を把握できるようになる。政策対話

セーフガードとマクロ経済の安定を確保すると

に加え，地域内の資本勘定自由化プロセスを支

いう基本理念に沿って，ASEAN 諸国間で政策

援するためのキャパシティ・ビルディング活動

メカニズムが策定された。政策対話を通じて，

が定期的に実施されている。

マクロ経済，金融および通貨の安定性を確保す

Ⅴ．ASEAN 金融統合フレームワーク
2011 年に，ASEAN の中央銀行総裁は，AEC
の下での自由化と統合の取組への一般的なアプ
ローチを提供するために，ASEAN 金融統合フ
レームワーク（AFIF：ASEAN Financial Inte-

gration Framework）を採択した９）。AFIF は，
2020 年までに準統合金融市場１０） の創設を目指
しており，銀行統合や資本勘定自由化，資本市
場の発展，調整された支払決済システムを含む
金融サービスの自由化の取組に基づき成り立っ
ている。ASEAN の中央銀行総裁は，以下の点
を含む金融統合の最終目標に合意した。
（a）各
ASEAN 諸国は独自の初期条件を有しているこ
と，および（b）各国は，金融統合の共通の最
終目標を達成するための独自のマイルストーン
とスケジュールを決めることができることであ
る。条件の違いを考えれば，最終目標を早期に
達成することができる国もあれば，それより時
間がかかる国もあるかもしれない。

ASEAN 銀行統合フレームワーク

AFIF における主な取組の１つは，域内の銀
行サービスの統合であるが，ASEAN 銀行統合
フレームワーク（ABIF：ASEAN Banking Integration Framework）の下でより包括的に進め
られるものである。ABIF は，企業に改善され
た銀行サービスを提供し，貿易と投資を促進
し，地域の経済成長に貢献するために，域内に
おける準統合銀行の創設を提唱している。加え
て，ABIF は，すべての ASEAN 諸国に対する
銀行規制の一層の一貫性を実現し，銀行部門に
おける地域の強みを向上させ，ASEAN の銀行
部門および金融システムのステークホルダーの
核となる能力を強化することを目指している。
ASEAN では非常に多くの非 ASEAN ベースの
銀行が運営されてきたが，買収によって誕生し
た ASEAN 間の銀行ベンチャーはほんの一握り
であることが知られている。これは，ASEAN

９）中央銀行総裁らは，AEC 2015 の期限半ばで，統合プロセスが非常に遅いことに気付いた。銀行側からの統
合アジェンダを推進するために，総裁らは，金融統合達成の終了日を 2020 年と設定した ASEAN 金融統合フレー
ムワーク（AFIF）という考えを思い付いた。
１０）AFIF の下で述べたように，ASEAN は 2020 年までに準統合金融市場を目指している。AFIF はまた，以下の
ような幅広い戦略に基づいて構築されている。（a）ASEAN 内の準統合型単一銀行市場。（b）異なる発展，スケ
ジュール，および準備状態を反映した，ASEAN-5（インドネシア，マレーシア，フィリピン，シンガポール，タ
イ）と BCLMV（ブルネイ ダルサラーム，カンボジア，ラオス人民民主共和国，ミャンマー，ベトナム）のため
の差別化したマイルストーン。（c）個々の加盟国のための明確な前提条件。（d）金融の安定性に支えられた自由
化の進展と構造。（e）金融の安定性を確保する上での加盟国間の責任の共有。（f）貿易，資本および小売取引を
支援するための統合された支払決済システム。
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加盟国銀行間の相乗効果が欠けていることを反
映している。
従って，ABIF の下では，各 ASEAN 諸国で
適 格 ASEAN 銀 行（QAB：Qualified ASEAN
Banks）が創設されることで，ASEAN の銀行
図 6. ASEAN 資本勘定自由化の枠組み
はより市場に参入しやすくなり柔軟な運営を行
うことができるだろう。慎重なセーフガードと
相互取極を条件として，QAB はホスト国の国
内銀行と同様に運営上の柔軟性を持つと考えら
れる。各 ASEAN 諸国は，QAB に関して提示
された基準に則って，自国の QAB を指定する
ことができる。
ABIF は，５つの重要な原則の下に成り立っ
ており（図７），QAB の設立が域内の金融仲介
を深化し，域内の金融安定性の強化と経済成長
に寄与するということが，ある意味で成果とし
て想定されている。この枠組みは，健全性原
則，金融の安定性，インフラ，キャパシティ・
ビルディングなどの４つの重要な統合分野に焦
点を当てており，包括的なものである。また，
（出所）Rillo (2015)

ABIF は，全ての ASEAN 諸国が銀行部門を統
合する能力を持ち，準備を整えた状態で枠組み
に加わることを可能にするという意味でも，包
括的であろうとしている。最後に，QAB に与
えられる柔軟性は，ホーム国とホスト国との相
互取極に基づいている。柔軟性は，アクセスや
業務の柔軟性も含む可能性がある。
ABIF の実施ガイドラインに基づいて，ホー
ム国は QAB の基準に従って QAB 候補を指定し
なければならない。指定された QAB は，ABIF
のタスクフォース（ASEAN 諸国の中央銀行と
金融当局者で構成される）によって評価され，
タスクフォースは，指定された QAB をホーム
国の基準と国際基準に基づいて承認する。その
基準は，指定された QAB が国内銀行トップ３
の一つであり，安定的に良好な実績があり，
バーゼルⅢ基準に相当する適切な資本水準を有
する等である。選定された QAB に基づいて，
ホーム国とホスト国の双方が，市場アクセスと
内国民待遇，健全性および監督規制に関する相

図７ ASEAN 銀行統合フレームワーク（ABIF）の基本原則
図 7. ASEAN 銀行統合フレームワーク（ABIF）の基本原則

（出所）Rillo (2015)
（出所）Rillo（2015）
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互取極を含む，QAB の国内銀行としての運営

担当するタスクフォースによって運営される１２）。

１１）

条件を両国間で交渉することになるだろう 。

例えば，貿易決済では，製品透明性の原則と

今まで ASEAN は，ABIF に基づく二国間取

銀行手数料の開示がマレーシア，フィリピン，

極の進捗に関するメカニズムを監視し，報告す

シンガポール，タイで展開，実施されている。

るためのガイドラインを策定してきたが，その

国際貿易決済のための現地通貨の利用に関する

一方で進捗を監視するためのベースラインの域

研究が行われ，なかでも人民元の利用における

内指標について策定を行っているところであ

潜在的な需要を明らかにした。マレーシア，シ

る。2019 年末までに，少なくとも２つの ABIF

ンガポール，フィリピン，タイ，ラオス人民民

取極を締結し，少なくとも２つの QAB を設立

主共和国は，中国人民銀行との間で，人民元決

することを目指している。

済銀行の指定および／または二国間スワップ取
極を締結した。一方，マレーシアとタイは，二

ASEAN の支払・決済システム

国間貿易決済のためにリンギットとバーツの使

銀行業務に関しては，支払いや決済のような
適切な金融インフラの存在が重要である。従っ

用を促進するための現地通貨決済枠組みの運用
を開始した。

て，AFIF と AEC に基づく全体的な金融統合ア

資金送金に関しては，消費者保護，移民労働

ジェンダを支えるための ASEAN の支払いと決

者への教育，国際基準の準拠，資金送金のイン

済の準備を整えるための取組を実施するため

フラ整備を促進することが目標であり，この目

に，2011 年に AFIF の下で支払決済システムに

的のために，移民労働者のための出発前オリエ

関するワーキング・コミッティ（WC-PSS：

ンテーションプログラムの基本原則が策定され

Working Committee on Payment and Settlement
System）が設立された。その結果，「ASEAN
Payments は，域内の統合された安全かつ効率
的な支払・決済システムを育成することを目指
し，企業や個人がクロスボーダーの電子決済を
より便利に行うことを可能にする」とする
ASEAN Payments Vision の採択に最終的に繋
がった。
それ以来，WC-PSS は，貿易決済，資金送金，
小口決済システム，資本市場決済，標準化とい
う５つの分野における ASEAN の支払・決済シ
ステムの開発と調和において，重点的に取り組
むべき政策提言を行った。各分野は，ASEAN
Payments Vision の推奨マイルストーンおよびス
ケジュールを実施するための行動計画の作成を

た。クロスボーダーの資金移動を通じた送金を
可能にするために，既存の APN へのリンクも
探求されている。
小口決済システムでは，インドネシア，マ
レーシア，フィリピン，シンガポール，タイ，
ベトナムで，マイクロチップを用いたカードの
導入を通じて，支払カードの使用の安全性を高
める努力がなされている。Asian Payment Net-

work（APN）は，ATM 現金引き出しおよび残
高照会の既存のサービスについて，信用移転お
よび販売時点管理を含むように拡張することを
促 進 し て い る。 現 在 ま で に，APN を 介 し て

ACHs（少なくとも１つの ASEAN 諸国を含む）
の間に 21 の二国間連携が形成されている。
一方，資本市場の決済は，様々な資本市場の

１１）確かに，QAB 設立のためのホスト国とホーム国間の実際の二国間交渉は，金融当局間のプルデンシャル規制
の状況調査とコンバージェンスに関する二国間の会合を含むため，より複雑になるであろう。さらに，民間部門
を含む様々な利害関係者との協議会や政策対話が必要である。また，二国間取極の進展が，QAB を定期的に評価
し確認する任務を負う，ABIF に関するタスクフォースに報告されるとともに，それによって監視されている。
１２）2011 年に WC-PPS が設立された際，５つのタスクフォース（TF）が各優先分野を代表していた。しかしな
がら，様々な分野での活動をより適切に調整するために，５つの TF は 2016 年から３つにスリム化された。再調
整された TF は，TF1（支払システムの相互接続性と相互運用性），TF2（資本市場決済），TF3（調和と標準化）。
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取組において支払いと決済に関する議論を確実

移動の共通基準として ISO20022 を採用しよう

に定着させることに焦点を置いている。最後

としており，これはクロスボーダーの支払いに

に，ASEAN は，支払いと決済に関する国際基

おける相互運用を促し効率性を高めることにつ

準についての関心を高めるために，域内の資金

ながる。

Ⅵ．AEC 2025 金融統合ビジョン
前述のように，AEC2015 に基づく金融統合

とより統合された保険市場の役割が増している

はかなり進展したが，統合されたコミュニティ

という点において，金融統合は今なお進行中で

を実現するためにはさらに多くの努力が必要だ

ある。ASEAN 諸国の経済がより統合されるに

ろう。地域経済統合が今なお進行中であること

つれて，より多様な金融商品やサービスがより

を認識し，2015 年 11 月の ASEAN サミットに

広いコミュニティに提供され，金融システムへ

おいて，統合アジェンダをさらに強化するた

のアクセスが向上するはずである。この金融包

め，新たな AEC 2025 ブループリントが採択さ

摂は，金融教育とリテラシーを通じてさらに実

れた。

現することができる。一方，金融の安定性を確

この新たな任務において，金融セクターの統

保するために，必要なクロスボーダーの取極を

合は，AEC2025 ブループリントの第一の特徴

確実に整備することによって，域内金融システ

である高度に統合された一貫性のある経済の下

ムを支えるための必要なインフラが継続的に強

で想定されており，そこでは，金融は，商品，

化されるであろう。これらの取極は，統合的な

サービス，投資，資本，熟練した労働力のス

監督，システミック・リスク・サーベイラン

ムーズな動きによって特徴付けられる単一の統

ス，地域的なシステミック銀行の再建・破たん

合された市場と生産ネットワークを創出するた

処理計画，危機管理の枠組みを含める場合があ

めの必須の投入要素であるとされている。しか

る。

しながら，最終目標が単に金融市場の統合であ

金融統合の AEC 2025 ビジョンを実行するた

る AEC 2015 とは異なり，AEC 2025 の最終目

めに，戦略的行動計画が策定されている。表８

標はいまや，金融の安定性や金融包摂など，よ

に見られるように，ASEAN は，重要なマイル

り多くの目的を網羅しているのである。

ストーンと目標を伴う様々な措置を通じて

図８に示されているように，より深い資本市
場とより大きな資本移動に支えられ，域内銀行

2025 年までに金融統合を強化すると約束して
いる。

Ⅶ．金融統合における課題とリスク
ASEAN 諸国は，過去 10 年間，金融統合を進

が，域内諸国間の金融リンケージを強めたもの

めてきており，前述のように，ASEAN 経済共

といえる。域内の取組は，域内金融市場の深化

同体の下での事実上の統合と地域協定の双方

にも貢献しており，実際，ASEAN 諸国は 2015
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図 8. AEC 2025 金融統合アジェンダ
図８ AEC 2025 金融統合アジェンダ

（出所）ASEAN
事務局
ASEAN 事務局（2015）
（出所）
，AEC(2015)，AEC
ブループリント 2025ブループリント
表８

2025

金融統合のための AEC 2025 戦略的行動計画（2016～2025）
最終目標

政策行動

1.適格ASEAN銀行のより大きな役割

ASEAN銀行統合フレームワークに基づく協定の締結

2.より統合された金融サービス部門

AFASに基づく金融サービスの漸進的自由化

3.相互に関連するASEANの株式市場

より多くの貿易活動を支持するためのASEANの交換連
結性強化

4.深く流動性のある資本市場

ベンチマークの入手可能化、ASEANの開示の採用、
取引後の債券価格の入手可能化

5.資本市場へのアクセスの改善

プロジェクト文書における契約条項の使用、政府が支
援するリスク削減の補強措置の紹介

6.より大きな民間部門の関与

会合への民間部門の参加の拡大

7.クロスボーダーの集団的投資スキームの促進

ASEAN CISフレームワークに基づく資金の市場アクセ
スの強化

8.資本勘定の実質的自由化

監視ツールとしてのCALヒートマップ方法論の強化

9.金融包摂目標の達成

保険に関する啓蒙活動

10.債券市場への個人のアクセスの促進

個人投資家への国債購入のアクセスの付与

11.消費者福祉の改善

域内通貨の効率性、革新、使用の促進

12.統合を支える銀行規制の一貫性を高める

規制の透明性、基準、一貫性の強化

13.銀行部門のより大きな地域的強み

監督および危機回復／解決に関する協力の促進

14.金融安定性の協調の促進

金融保護措置の発表の継続

15.金融安定性の維持および債権市場の深化

リスク削減メカニズムの共有

16.プルデンシャル規制のコンバージェンス

規制の原則の一貫性
国際基準の遵守、適切な規制の枠組みの促進

17.資本フロー統計／措置に関する政策対話の強化

CAL、セーフガード措置に関する政策対話の制度化

（出所）ASEAN 事務局（2015），AEC ブループリント 2025
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年末までに，金融部門におけるサービスの自由

点も懸念されている。もう一つの課題は，国家

な流れと資本のより自由な流れを実現するため

間の規制の質の差，特に最低限の基準と規制を

に，AEC ブループリントの措置の 87％を完了

統一し保持する必要があることである。Fung

させている。

et al（2008）が指摘するように，投資家の信頼
感を高めるためには，規制の透明性と質を高め
る必要がある。最後に，国内金融市場における
国外仲介機関のアクセスに対する非監督的制限
は，より競争を促進し市場の効率性を高めるた
めに，削減または排除されるべきである。
金融統合は市場主導のプロセスであるため，
規則を執行し，実施の進捗状況を監視すべく，
域内の制度が長い期間をかけて開発されること
は，当然である。ASEAN は，改良された紛争
解決メカニズムを構築したように，統合に向け
た制度的支援を行うための措置を講じている
が，さらに多くの措置が必要といえよう。緊急
性の高い制度的支援の一つは，民間部門の協議
の仕組みを強化することである。民間部門や地
方当局との正式な協議は引き続き行われるかも
しれないが，統合プロセスに民間部門を関与さ
せる新しい戦略を探るべきである。これには，
市場参加者との定期的な協議，特に市場に関連
する規制の変更に関して伝達を行うことが必要
である。同時に，金融市場に影響を及ぼす重要
な域内および国内の取組が，主要な市場参加者
に明確にかつ確実に伝わるころ可能にするため
に，国内機関の間の調整が強化されるべきであ
る。

しかしながら，域内の金融統合は明らかに進
ん で は い る が，ASEAN 諸 国 の 経 済 は， 数 量
ベースと価格ベースの両方の統合指標によって
示唆されているように，域内の近隣諸国よりも
グローバルな金融市場に統合されているように
思われる。この理由の１つは，域内のリスク分
散の機会が限定されていることである。IMF に
よると，リスク共有のメリットとより大きな金
融統合によるショックの波及リスクとの間のト
レードオフは，先進国市場よりもアジア，特に

ASEAN 諸国の間においてあまり好ましくない
ようであることが判明している。これは，既に
指摘されている ASEAN 内の金融統合に遅れが
生じている理由と同じであるといえる。
しかしながら，金融統合の質は各 ASEAN 諸
国によって異なる一方，結論としては金融統合
の質を向上させ，ASEAN 地域への外性ショッ
クに直面した際の金融市場の回復力を高めるこ
とが重要である。
リスク分散が限定的であること以外に，この
地域に十分な流動性がないことが，国内投資家
が他の主要な金融センターを利用していること
に繋がっている。国境を越えた資本と投資の動
きを制限する観点から，域内に十分な金融イン
フラの連携（支払い，決済，清算など）がない

Ⅷ．結論：可能性と前進
このような背景から，ASEAN の政策立案者

求められている。これらの取組と，より統合さ

は，域内の金融統合を深化させるための具体的

れた経済共同体を 2025 年までに確立するため

な措置を引き続き講じることが重要である。こ

の継続的な努力を組み合わせることにより，商

れまでに，アジア債券市場やその他の資本市場

品，サービス，投資，熟練した労働力の自由な

の発展など，様々な取組が既に投資家基盤の顕

流れを促進する措置と流動性の深化などの市場

著な拡大をもたらしているが，さらなる取組が

措置を通じて，ASEAN が金融統合の最大限の
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ストーンと目標を確実に達成するためには，よ

利益を確保することに繋がるのである。
従って，金融市場の発展を促進する政策に重

り深い金融統合に対する障害に継続的に対処し

点を置き続けることが引き続き重要である。主

て い く 必 要 が あ る。ASEAN 事 務 局 内 に

要な政策オプションには，例えば，機関投資家

ASEAN 統合監視オフィスを設置することは正
しい方向性ではあるが，モニタリングが国およ
び地域レベルで効果的に行われるよう，国レベ
ルでの十分に発達した仕組みによって補完され
なければならない。ASEAN における金融統合
の促進を妨げる障害を特定する助けとなるよ
う，より体系的なモニタリング報告を行う必要
がある。
最後に，域内金融統合はそれ自体が目的では
なく，開発目標を達成するために考案された政
策手段であるため，より大きなマクロ経済面お
よび政策面の協調が必要である。この考え方に
沿って，地域サーベイランス，ピア・レビュー，
政策討議，市場協議などを通じてマクロ経済政
策目標のコンバージェンスを促進する必要があ
る。特に，貿易政策と金融政策の調整は，両政
策が確実に互いを支え合うために重要である。
金融と貿易の双方の統合が連携していくべきこ
とは言うまでもなく，貿易を促進するために，
貿易や投資の流れのリスクをヘッジするための
金融商品が必要である。同様に，貿易に関して
専門性の強化と規模の経済の探求を促進するた
めに金融統合が必要である。金融システムの重
要な統合がなければ，貿易と投資のより深い統
合は起こる可能性が低い。

の創出や地域全体のポートフォリオ投資を促進
することや，取引ルールやプラットフォームを
強化すること，支払いや決済を改善すること，
ならびに会計基準と規制を調和することによっ
て金融の発展を引き起こすために，調和の取れ
た市場基準と規則を策定することが含まれる。

ASEAN の継続的な取組は心強いが，より深い
金融統合の最終目的を達成するためには，より
多くの努力が必要である。
第二に，2025 年まで，またそれ以降により
深 い 金 融 統 合 を 確 実 に 実 現 す る た め に は，
ASEAN は国家レベルでのプログラム実施の強
化を目指すべきである。ASEAN 加盟国は，地
域のコミットメントが適切な国内プロセスを通
じて国のコミットメントに確実に置き換えられ
るよう促されている。政策決定者がコミットメ
ントを遵守できるようにするには，統合のマイ
ルストーンを具体的な経済情勢および制約と確
実に一致させることによって，統合プロセスに
参加する国の能力を構築することが不可欠であ
る。
第三に，域内の限られた金融統合度合を考え
れば，域内金融統合の監視をより緊急に進める
べきである。域内の政策立案者は政治的支援と
コミットメントを示しているが，様々なマイル
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