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要

約

世界金融危機を経て，東アジアの地域金融協力は，チェンマイ・イニシアチブのマルチ
化（CMIM）や ASEAN+3 マクロ経済リサーチオフィス（AMRO）の設立など，制度面で
の整備が大きく進んだ。本稿は，特に AMRO に焦点を当てる形で，① 2011 年にまず民間
法人として設立された AMRO によるサーベイランスの特徴，② AMRO が 2016 年に国際機
関化された際の経緯と主な変更点，③東アジアの通貨金融面での安定に向けて AMRO に
残された課題について，指摘することを目的としている。

AMRO（民間法人）によるサーベイランスは，① ASEAN+3 当局のニーズに沿う形で
行われたことと，②民間資本フローに見られる短期的な動きや，ショックが伝播しうる
ASEAN+3 内の経済相互間の関係に焦点が当てられたことが，特徴的であった。AMRO
は，2016 年２月の国際機関化を経て，① CMIM の運用支援，②予め定められた規則に基
づくサーベイランスレポートの公表，という新たな任務が付与された。残された課題とし
ては，① AMRO の政策提言機能の強化，② CMIM 発動における AMRO の役割強化，③
CMIM の二国間や世界的な支援ファシリティとの協調にかかる協議の推進，④統計の不
断なる改善，を指摘する。
キーワード：IMF，ASEAN+3，ASEAN+3 マクロ経済リサーチオフィス，AMRO，グ
ローバル・フィナンシャル・セーフティネット，経済レビュー・政策対話，国際機関設
立，CMIM，世界金融危機，地域金融協力，チェンマイ・イニシアチブのマルチ化

JEL Classification：E44, F32, F42, F53, G15
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謝したい。いうまでもなく，あり得べき誤りはすべて著者たちの責任である。また，本稿で表明された意見は，
著者たちの私的な見解であり，いかなる形であれ著者たちがかつて勤務した ASEAN+3 マクロ経済リサーチオ
フィス（AMRO）の公式な見解を示すものではない。本稿に含まれる情報は，公知，一般に得られる情報，著者
たちの個人的な観察と所見，または，著者たちが AMRO 勤務以前に得ていた知識に基づくものである。本稿に
は著者たちが AMRO 勤務中に得た守秘情報は含まれず，AMRO 設立協定第 12 条等と整合的なものとした。
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Ⅰ．世界金融危機後の東アジアにおける地域金融協力の強化
Ⅰ－１．ASEAN+3 地域金融協力の進展と世界

こうした努力はあったものの，2008 年９月

金融危機

に米国の投資銀行リーマンブラザーズ社が破綻

1997～98 年のアジア通貨危機で，国際的な

し，その後世界的な金融・経済危機へと展開し

民間資本フローと外国為替相場の急激な変動が

た際に，東アジア諸国は，アジア通貨危機の際

外貨流動性や金融面での深刻な危機を引き起こ

のような深刻な事態に陥ることはなかったが，

した経験に鑑み，東アジアの通貨金融当局は，

深刻な影響を受けることは避けられなかっ

自国における経済政策や金融監督の枠組みの強

た５）。

化を図ると共に，マクロ経済運営を担当する域
内の当局者間での地域金融協力を開始した１）。

Ⅰ－２．世界金融危機を受けた ASEAN+3 金融
協力の強化

まず，2000 年５月にタイ・チェンマイで開
催された ASEAN+3 蔵相会議２）で，既存の国際

世界金融危機の経験から，東アジア各国の通

的なファシリティを補完する地域の金融取極め

貨金融当局は，国際的な民間資本フローの急激

の創設が合意された（いわゆる「チェンマイ・

な変動のリスクを改めて認識した。世界金融危

イニシアチブ（CMI）
」
）
。次いで，2002 年５月

機後も，2008 年の米国連邦準備制度（FRB）

に中国・上海で開催された ASEAN+3 財務大臣

を嚆矢とする先進金融当局の非伝統的金融政策

会議では，財務大臣及び中央銀行総裁の代理が

の継続を受け，耐性をさらに高めるための対策

経済問題及び政策問題を議論するための非公式

を講じた。

会 合（ い わ ゆ る「 経 済 レ ビ ュ ー・ 政 策 対 話

第一に，金融為替政策面で対応した。具体的

（ERPD）
」
） の 開 催 を 公 表 し て い る。 以 来，
ASEAN+3 諸国による地域金融協力は，進展を
遂げ，2005 年５月の ASEAN+3 財務大臣会議
では，域内経済サーベイランスの CMI の枠組
みへの統合と強化や，CMI の規模の大幅な拡
大が合意された３）。CMI に基づく二国間通貨ス
ワップ取極め（BSA）は，2006 年５月までに
計 16 本 750 億米ドルまで拡充された４）。

には，為替政策をより柔軟にした。図１は，世
界金融危機前後の ASEAN 諸国の対ドル為替
レートの推移であるが，世界金融危機以前は概
ね同方向に動いているのに対し，世界金融危機
以降は各為替が独自の動きを示している。図２
は，同じく外貨準備の推移であるが，やはり世
界金融危機以降各国が独自の動きを示している
のと同時に，極端な為替変動時以外は介入を控

１）1997～98 年のアジア通貨危機とその対応及び再発防止への取組みとして始動した ASEAN+3 地域金融協力に
ついては補論参照。
２）ASEAN+3 財務大臣会議（2000 年までは ASEAN+3 蔵相会議。2012 年以降は ASEAN+3 財務大臣中央銀行総
裁会議）の共同声明は，AMRO のホームページにまとめて掲載してある：http://www.amro-asia.org/news-events/
joint-statements/。また，財務省のホームページにも，日本語への仮訳と合わせて掲載してある：http://www.mof.
go.jp/international_policy/convention/asean_plus_3/index.html。以下の注における ASEAN+3 財務大臣会議の共同
声明の出所はすべて同じ。
３）2005 年５月の ASEAN+3 財務大臣会議の共同声明参照。
４）2006 年５月の ASEAN+3 財務大臣会議の共同声明参照。
５）短期的な景気刺激策も試みられた。Sangsubhan・Basri（2012）は，中国の４兆元の経済対策の効果は大き
かったが，ASEAN 諸国の財政政策は手法的にも規模的にも限られたものであったと指摘している。
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図１

ASEAN ４ヵ国の対ドル為替レートの推移

（注）2005 年７月時点を 100 として計算（対米ドル）。
（出所）国際通貨基金（International Financial Statistics）

図２

ASEAN ４ヵ国の外貨準備の推移

（出所）国際通貨基金（International Financial Statistics）

えている様子がうかがわれる。図３は，一例と

以降，柔軟性が増加していることが分かる。一

してインドネシアとマレーシアの為替の変動係

般的にはアジア諸国は外貨準備を積み上げるこ

数の推移を示したものであるが，世界金融危機

とで，国際的資本フローの変動に対応したと論
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図３

インドネシア・マレーシアの為替レート変動係数

（注）対米ドル為替レートの変動係数を四半期ごとに計算。なお，2006 年第３四半期以降は，前３期の移動
平均値を用いている。
（出所）国際通貨基金（International Financial Statistics）

じられることが多いが６），世界金融危機後は国

域外からのショックに対する耐性を高めるため

により対応が異なってきている。

の追加的な保護策として，CMI などの域内の

こうした金融為替政策に加え，いわゆるマク

金融取極めも強化した。

ロ・プルーデンシャル政策により，非金融法人

世界金融危機の際，東アジア諸国は，CMI

の外貨建て借入れの抑制などの政策も導入され

の発動も，国際通貨基金（IMF）のプログラム

た。図４によれば，こうした政策により，例え

の発動も求めなかった。むしろ，日本・韓国・

ば ASEAN 諸国非金融法人による外貨建債券残

シンガポールが締結した FRB との「ドル流動

高は 2013 年以降減少に転じている国があるこ

性スワップライン７）」の他国への拡大を求める

とが分かる。

声があった。米ドルの供給者である FRB が条

第二に，こうした金融為替面の政策に加え，

件を課すことなく流動性を供給したため，何ら

６）例えば ASEAN+3 Macroeconomic Research Office（2017），p.46 参照。別の見方として，自国通貨安政策を
追求した結果として外貨準備が積みあがったというものがある。Independent Evaluation Office of the International Monetary Fund（2012）は，IMF マネジメントが 2009～2010 年頃外貨準備の過剰な保有を問題として取り上げ
たのは，自国通貨安政策を容認する IMF に対する一部加盟国の不満を反映したものと分析している（pp.6-12 参
照）。なお，International Monetary Fund（2016）によれば，2015 年末の時点で東アジア諸国は IMF の尺度を用い
ると概ね十分な外貨準備を保有している（pp.5-20，特に Figure 3 参照）。
Dominguez・Hashimoto・Ito（2012）は，世界金融危機の際に外貨準備を減少させた国はその後危機前の水準を
回復しようとしたことと，世界金融危機以前に外貨準備の水準が高かった国は危機後の実質 GDP 成長率が高め
であったことを示している。また，Aizenman・Cheung・Ito（2015）は先進国の中央銀行と二国間のスワップ協
定を結んだ途上国について，外貨準備保有に負の影響を与えていることを示している。Ito（2017）はアジアにお
ける金融政策と為替政策の制度が多様であることを指摘している（pp.234-235 参照）。
７）詳細は FRB による説明参照：https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_liquidityswaps.htm。
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図４

非金融法人の外貨建債券残高

（十億米ドル）
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（出所）ASEAN+3 Macroeconomic Research Office（2016）
（注）同グラフのデータに基づき，国の順番を並べ替えている。GDP 比の値は 2015 年。

かの条件を課す CMI や IMF の融資制度より魅

発動可能なスワップ額の上限が，全体の 20％

力的であったものと考えられる８）。

まで引き上げられていたが，どのような場合に

この時に CMI が発動されなかったことが，

不要と見なされるについてのコンセンサスはな

その後の疑問や反省につながった。CMI が，

かった。このような中，CMI の発動要請が結

① 16 もの異なった契約から構成されるという

果的に却下されることは無いのか，あるいは実

複雑な仕組みであることや，②経済動向を，独

務的な側面から遅延するのではないか，といっ

立して分析するサーベイランス・ユニットが存

た不確実性が，発動要請を思いとどめさせた可

在しないため，CMI は果たしてタイムリーに
発動されるのかとの疑問を招いた恐れがあっ
た。加えて，③ CMI の発動は，基本的に IMF
プログラムの存在を前提としていた。2005 年
に，IMF プログラムが不要と見なされた場合に

能性もある。
世界金融危機の影響が続く中，東アジアの当
局者はこうした CMI の短所を振り返り，2009
年２月には，CMI のマルチ化（CMIM）と，独
立したサーベイランス・ユニットの必要性につ

８）Ito（2017）は，IMF や CMIM に比して，FRB のスワップは貸出に条件が課されないという利点があること
を指摘している。先進国中央銀行間のスワップは 2013 年に恒久化されたのに対し，新興市場国向けのスワップは
例外的かつ一時的なものとされた。その理由として新興市場国側に対してモラル・ハザードを引き起こしている
との懸念があったためと分析している（pp.237-238 参照）。
Kinkyo（2013）は，世界金融危機の際の韓国が CMI の発動を要請しなかった要因の一つとして，CMI の完全な
る発動のために必要となる IMF への支援要請が，アジア通貨危機の際の IMF のスティグマから政治的に困難で
あったと指摘している。
著者たちも貸出条件の違いが決定的だったとの見解である。仮定の話として，旧 CMI の IMF デリンク割合が
100％だったとしても，市場への影響，量，政策条件が課されないことのいずれにおいても，FRB のスワップは
旧 CMI に比して魅力的と判断された，と推測されるためである。FRB のスワップの欠点は，インドネシアのよ
うに国によっては供与を受けられない場合もある点と，恒久化が困難である点にあろう。これは世界金融危機の
場合は危機が米国発であって世界的に米ドルの流動性が不足する事態であったため，米通貨当局として例外的に
対応したことが背景にある。
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いて，ASEAN+3 諸国の財務大臣間での合意に
９）１０）

つながった

。以下それぞれについて考察す

的に改善させていこうとの，ASEAN+3 各国当
局の意思を示すものと考えることができよ

る。

う１３）。

Ⅰ－３．CMI のマルチ化（CMIM）

Ⅰ－４．東アジア地域のサーベイランス・ユ
ニット AMRO の設立

CMIM は，上記懸念の緩和のために，2005

地域のサーベイランス・ユニットを設立する

年より ASEAN+3 の当局者間で検討が進められ
１１）

てきていたが ，技術的困難に直面していた。

とのアイデア自体は，CMIM と同じく 2005 年

世界金融危機は，そうした技術的困難を乗り越

頃から議論されていたが１４），事務的検討はその

えて前へ進む契機になったとも考えられる。

所在地の選定をはじめ，やはり CMIM と同じ

2009 年の合意は，プロセスの改善と，1,200

く技術的困難に直面していた。世界金融危機を

億米ドルへの規模の拡大により，
「国際収支や

契機として，ASEAN+3 通貨金融当局は，CMI

短期資金の流動性の困難」に直面する CMIM

のマルチ化に加え，CMIM が有効に機能する

加盟国に対し「信認ある」金融支援の枠組みを

ためには，独立した立場から各国経済をモニ

１２）

提供するというものであった 。具体的には，

ターするためのサーベイランス・メカニズムが

CMIM の目的を「① ASEAN+3 域内国の国際収
支や短期資金の流動性の困難への対応及び②既
存の国際的枠組みの補完」と改めて定義した上
で，それぞれの CMIM 参加国は，貢献額に借
入乗数を掛け合わせた借入可能総額まで，自国
通貨を米ドルにスワップすることが可能となっ
た。
CMIM は，2010 年 ３ 月 24 日 に 発 効 し た。
CMIM は，ASEAN+3 各国の当局の間の契約で
ある。CMI から CMIM への発展は，世界金融
危機を契機として，地域の有する取極めを継続

必要であるとの認識を持つに至った。これを受
け，ASEAN+3 各国の財務大臣は，CMIM 参加
国経済の適時適切なモニタリング・分析を行う
ための独立したサーベイランス・ユニットを地
域で設立することに合意した。このサーベイラ
ンス・メカニズムは，リスクの早期発見，改善
措置の速やかな実施と，CMIM の効果的な意
思決定への貢献により，地域の安定性の追求に
貢献することが期待された１５）。
そういう文脈の下で，ASEAN+3 マクロ経済
リサーチオフィス（AMRO）は，ASEAN+3 の

９）2009 年２月の「アジア地域における経済・金融の安定回復のための行動計画」参照：http://www.amro-asia.
org/joint-media-statement-action-plan-to-restore-economic-and-financial-stability-of-the-asian-region/（原典），https://
www.mof.go.jp/international_policy/convention/asean_plus_3/20090222.htm（仮訳）。
１０）Katada（2017）は，世界金融危機以降，東アジアはアジア通貨危機以来の求心力を失い，金融安定のため，
外貨準備の積み増しやバイの枠組みなどを追求せざるをえなかったとの見方を示している。
１１）2005 年５月の ASEAN+3 財務大臣会議にて，①マルチ化に向けた第一歩として CMI の集団的意思決定メカ
ニズムの確立を行う，② CMI のさらなる強化のためにマルチ化に向けた方策を今後検討する，③効果的な域内
サーベイランス能力の向上を目指す，という点が合意されていた。2005 年５月の ASEAN+3 財務大臣会議の共同
声明参照。
１２）2009 年 12 月 28 日付報道発表「チェンマイ・イニシアティブのマルチ化契約の署名について」参照：http://
warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8779816/www.mof.go.jp/international_policy/financial_cooperation_in_asia/cmi/
pressrelease/211228press_release.pdf。
１３）ブルネイダルサラーム，カンボジア，ミャンマー，ラオス，ベトナムといった，（マルチ化される前の）
CMI の段階では BSA を締結していなかった国々も，CMIM 契約に参加・署名したことは留意すべきことと考え
られる。
１４）例えば，ASEAN+3 Research Group（2005）参照。また，注 11 及び補論参照。
１５）2010 年５月の ASEAN+3 財務大臣会議の共同声明による。なお，本共同声明の解釈についてはⅡ－２－３参照。
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財務大臣の合意に基づき，2011 年４月にシン

望ましいことが暗黙の前提とされていたためと

ガポールにて設立された。AMRO は当初，国

理解されている。例えば，IMF やアジア開発銀

際機関としてではなく，シンガポールにおける

行（ADB）の場合は，設立に向けた議論の開

民間法人として設立されることとされた。理由

始時点から実際に業務を開始するまで，それぞ

としては，国際機関を設立するためには通常長

れ４年，３年を要していることが参考とされた

い準備期間を必要とするが，その時点での経済

（表１）。

金融状況を考えるとなるべく早い業務の開始が
表１

議論開始
協定の署名
設立
業務開始

IMF
1943年3月
1944年7月
1945年12月
1947年3月

国際機関の設立プロセス

ADB
1963年12月
1965年12月
1966年8月
1966年12月

AMRO
2011年4月
2012年5月
2014年10月
2016年2月

民間法人の設立
国際機関化の議論開始
協定の署名
国際機関化

（出所）ASEAN+3 財務大臣中央銀行総裁会議共同声明などから作成

Ⅱ．AMRO の立上げとサーベイランスの開始
Ⅱ－１．AMRO（民間法人）の立上げ（2011
年５月～2012 年５月）

１６）

の発効が遅れていた（実際の発効は 2016 年１
月）
。欧州ではギリシャに端を発した債務危機

以上述べたように，ASEAN+3 の財務大臣は，
世界金融危機を受け，地域における独立したマ
クロ経済サーベイランス・ユニットを設立する
ことについて，2009 年２月の ASEAN+3 財務
大臣会議において合意に至った。
この時，IMF の第 14 次増資は，2008 年以来
の G20 での議論を経て 2009 年末には決定され
ていたが，米国議会での承認の遅れにより，そ

が，ポルトガル，スペイン，アイルランドなど
へ波及する中で，EFSF（欧州金融安定基金）
，

ESM（欧州安定メカニズム）などのユーロ諸
国による国際機関等が設立された１７）。こうした
ことから，通貨危機に対してはグローバルな
セーフティネット（IMF）と地域的なセーフ
ティネットが連携して対応することについて，
この時期にパラダイム・シフトがあったと見る

１６）AMRO の設立初期の段階の展開については，後述の年表参照。
１７）Kenen・Meade（2008）は，世界金融危機発生前の著作であるが，1999 年のユーロの導入や幾つかの中南米
諸国における米ドルの法定通貨採用といった動きを受けて，国際通貨制度が地域的な通貨枠組みへ移行していく
のかを分析している点において先駆的である。その第６章では，東アジアの動きについて，アジア通貨危機の経
験を契機とする IMF 体制への反発から始まったと分析しているが，アジア諸国の政治的・経済的多様性，日本と
中国の主導権争い，東アジアには欧州のような国際機関などの枠組みが存在したことがない，といった課題を指
摘している。
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こともでき１８），ASEAN+3 もその方向に歩みを
１９）

態勢が整えられた２２）。加えて，①人事・財務・

進めたことになる 。

総務，②法務，③ ASEAN+3 当局との調整を担

AMRO は，ASEAN+3 当局による２年超の
協議を経て，2011 年４月に，民間法人として
シンガポールに設立された。初代所長には，中
国の外貨管理局出身の魏本華（Wei Benhua）
氏が就任した２０）。AMRO（民間法人）は直ち
に，組織運営に必要なスタッフからサーベイラ
ンスを行うエコノミストまでの人材のリクルー
トを開始した。加えて，サーベイランスに求め
られる経済金融情報ソースの選定と購入といっ
た基礎的な事項から，中長期的な組織の方向性
を定める重要な事項までが形成されていった。
スタッフは，基本的に各国当局からの出向者
を受け入れるのではなく，独自に採用が行われ
た。
組織立ち上げから１年後の体制は以下のよう
なものであった２１）。サーベイランスについて
は，シニアエコノミストをヘッドとする３グ
ループが立ち上げられ，１グループあたり複数
の ASEAN+3 経済のサーベイランスを担当する

当する役職も，それぞれ設けられた。
また，アドバイザリー・パネル（諮問委員
会）も設置された。同パネルは６名から構成さ
れ，ASEAN から３名が，また，日中韓からそ
れ ぞ れ １ 名 ず つ が 指 名 さ れ た。 ア ド バ イ ザ
リー・パネルは，AMRO の所長やシニアスタッ
フと四半期ごとに会合を行い，AMRO のサー
ベイランスに対する技術的な支援を行った。
2012 年 ５ 月 に は， 根 本 洋 一 氏 が 第 ２ 代
AMRO（民間法人）の所長に就任した２３）。
Ⅱ－２．AMRO（民間法人）によるサーベイ
ランスの特徴（2011 年５月～2016 年２月）
Ⅱ－２－１．ASEAN+3 当局のニーズに基づい
たサーベイランス
AMRO（民間法人）は，2011 年 12 月以来，
四半期ごとに，サーベイランスレポート２４） を作
成・提出した。第１回目の作成物は，①地域全
体の傾向や懸念点を分析する「ASEAN+3 地域

１８）2013 年４月にワシントンで開催された IMFC（国際通貨金融委員会）の機会に，“Regional Financial Arrangements: Their Role in the International Financial Architecture and Cooperation with the IMF”と題された地域
金融協力の枠組みのセミナーが開催され，AMRO も ESM など他の地域的な金融機関とともに参加・発表した。
当時の IMF は，「世界金融危機以降地域的金融の枠組みはグローバル・セーフティネットの重要な層であること
が認識されるようになってきており，国際通貨制度の機能に潜在的には重要な貢献が可能」との見解だった。International Monetary Fund（2013）参照。International Monetary Fund（2016）は，グローバルな金融面でのセー
フティネットの現状をまとめたもので，世界金融危機以降，二国間の枠組みと地域的な枠組みの伸びを指摘して
いる（pp.13-18 参照）。
１９）世界金融危機発生以前から東アジアにおける地域的金融協力の枠組みの発展の可能性を指摘する論者もあっ
た。Henning（2002）は，米国議会の国際金融機関への非協力的姿勢からチェンマイ・イニシアチブの充実が必
要との立場であった（pp.75-76 参照）。Kenen・Meade（2008）は，旧チェンマイ・イニシアチブは，各国にオプ
ト・アウトのオプションがあることや IMF ノンリンク部分が 20％に留まることに見られるように，ASEAN 流の
非干渉主義の範疇にある仕組みと分析しつつ，2005 年の ASEAN+3 財務大臣会議声明の中にはこうした制約を乗
り越えようとする ASEAN+3 当局の意思が観察される，と結論付けている（pp.153-156 参照）。
２０）AMRO プレスリリース参照：http://www.amro-asia.org/appointment-of-the-first-amro-director/。
２１）2012 年７月時点の AMRO の組織図は Siregar・Chabchitrchaidol（2013）に記載がある（p.20 参照）。
２２）サーベイランス体制は，その後，チーフエコノミスト１名，リードエコノミスト複数名，エコノミスト及び
統計などのスペシャリストを含む体制へと展開していった。
２３）AMRO プレスリリース参照：http://www.amro-asia.org/appointment-of-the-second-amro-director/。根本氏は，
ASEAN+3 当局よりの要請を受け，2011 年の設立当初からシンガポールにおいて Wei 氏を支援した。
２４）サーベイランスレポートは，毎年，３月，６月，９月，11～12 月に作成・提出される慣例だった。
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経済モニタリング（AREM）レポート２５）」と，

を 充 足 さ せ る と 共 に， 年 に ２ 回 開 催 さ れ る

② ASEAN+3 の 13ヵ国及び中国・香港特別行

ASEAN+3 各国の財務次官・中央銀行副総裁で
構成される会議（AMRO の国際機関化移行後
の正式名称は AMRO 理事会）に提出された２７）。
この次官級の会合は，アジア通貨危機の経験か
らトップの政策当局者間の率直な意見交換が重
要であるとの認識に基づき，2002 年４月から
開催されているものである２８）。問題となり得る
事象を早い段階から協議し，危機を回避するた
めの措置を慫慂する役割を果たすことが目指さ
れた。この会合はまた，CMIM の意思決定機
関の役割も果たしている。
このように，AMRO（民間法人）のサーベ
イランスレポートは，時期や頻度，内容といっ
た側面で，ASEAN+3 当局による，経済・金融
面でのサーベイランス・セッションや CMIM
の議論というニーズに沿う形で作成されたの
が，特徴的であった。

政区を対象とした 14 の「個別レポート２６）」で
構成された。

AMRO（民間法人）のレポートでは，国際
収支，なかでも CMIM に深く関連した金融収
支に重点が置かれた。各レポートでは，数四半
期先までの短期的なリスク要因を指摘した。レ
ポートが更新されるたびに，リスク要因も見直
された。こうした短期的な焦点は，既存の他の
国際機関によるサーベイランスレポートの多く
が比較的中期的なリスクを対象とするのに比べ
て，一つの特徴となった。加えて個別レポー
ト・AREM レポート共に，各国の外貨流動性
不足をもたらし得る潜在的な，短期のリスク・
脆弱性に焦点が当てられた。国によっては，金
融収支のみならず，
「伝統的」な経常収支に起
因する危機のリスクもカバーされた。金融市場
の発展や外国資本への開放度合いにより，国に
よって金融収支にリスクがあるのか，経常収支
にリスクがあるのか異なっていると判断された
ためである。
AMRO の作成したこれらのレポートは，世
界及び地域の経済金融情勢を頻繁にアップデー
トするという ASEAN+3 通貨金融当局のニーズ

Ⅱ－２－２．短期的な流動性や ASEAN+3 経済
相互間の関係に重点が置かれたサーベイラン
ス

ASEAN+3 当局の経済・金融面でのサーベイ
ランス・セッションや CMIM の議論に資する
べく行われた AMRO（民間法人）のサーベイ

２５）ASEAN+3 地域経済モニタリング（AREM）レポートは，ASEAN+3 地域全体の経済の展開を分析・モニ
ターするために，当初四半期ごとに作成された。同レポートは，AMRO の国際機関化を経て，「ASEAN+3 地域
経済見通し（ASEAN+3 Regional Economic Outlook）」と名称変更され，2017 年５月から公表されている。
民間法人である間の出版ルールはすべてのレポートの公表について事実上全当局の明示的承認を求めるもので，
発表までに多くの時間と労力を必要としていた。実際に AMRO が民間法人であった間に公表されたレポートは１
本に留まった（なお，国際機関移行直後の 2016 年４月に発表された１本も民間法人の際のルールに従っている）
。
国際機関化を契機に，設立協定の中に，予め包括的に了解を得た出版ルールの枠組みの下で，AMRO の判断によ
り発表できるように改めたものである。AMRO 設立協定第５条と第８条参照。AMRO の設立協定の原文は以下参
照：http :// www . amro - asia . org / amro - agreement /。 日 本 語 訳 は 以 下 参 照：http :// www . mofa . go . jp / mofaj /
files/000070104.pdf。公表されたレポートは，AMRO のホームページ参照：http://www.amro-asia.org/publications/
amro-regional-surveillance-reports/。
２６）個別レポートの公表も，AMRO の国際機関化を経た 2017 年から開始されている。また，公表の経緯は注 25
を参照。AMRO の個別レポートは，AMRO のホームページ参照：http://www.amro-asia.org/publications/amrocountry-surveillance-reports/。
２７）ASEAN+3 各国の財務次官・中央銀行副総裁から構成される会合は，正式には「ASEAN+3 財務大臣中央銀
行総裁代理会議」と称される。但し，同会議におけるサーベイランス・セッションは，「経済レビュー・政策対
話（ERPD）」または「非公式 ASEAN+3 財務大臣中央銀行総裁代理会議」と呼ばれる。ERPD では，他の参加国
の経済情勢や経済政策に関して質問する機会が与えられる。
２８）2002 年５月の ASEAN+3 財務大臣会合の共同声明による。

－178－

＜財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」平成 30 年第１号（通巻第 133 号）2018 年３月＞

ランスは，短期的な流動性や国際収支に関する
２９）

リスクのモニターに焦点が当てられた 。

も密接であるため，ショックがどのような経路
で伝播する可能性があるかの理解が必要なため

というのは，2011 年８月の米国債の格付見直

である。このために，各国経済の深い理解や，

しや 2013 年５月のバーナンキ FRB 議長（当時）

他国に伝播する可能性のある地域全体にかかる

の議会発言など，この時期，東アジア諸国は，

理解も深めることとされた。

マクロ経済面がそれまで健全と考えられていて
も，外部的な事象を契機に資本が逆流する事態

Ⅱ－２－３．AMRO の CMIM への支援機能

を経験したためである。特に，クロスボーダー

民間法人としての AMRO が設立される約１

で行われる証券投資などは，四半期ごとに更新

年前の 2010 年５月に ASEAN+3 諸国の財務大

される国際収支統計では直ちに把握できず，そ

臣が AMRO の主要要素について合意した際，

れらの最新の動きに焦点を当てる必要があった。 「AMRO は地域経済の監視・分析を行うために
このため，AMRO（民間法人）のエコノミスト

シンガポールに設置され，リスクを早期に発見

は，金融市場の変数やコモディティ価格などの

し，政策面での措置を速やかにし，CMIM の

高頻度で更新される情報に着目し，起こり得る

意思決定を効果的なものとすることに貢献す

リスクを分析することとした。一例として，図

る。」とされた３０）。この言いぶりに示されるよ

５は，2017 年の AMRO 地域経済見通しに掲載

うに，CMIM への支援は，当初は AMRO の主

された資本フローの分析を示している。

要目的とはされていなかったと理解される３１）。

また，AMRO（民間法人）のサーベイラン

2011 年に AMRO（民間法人）が設立された

スは，ASEAN+3 経済相互間の関係も重視した。

後，ASEAN+3 当局は徐々に，AMRO（民間法

というのも，ASEAN+3 経済の多くは開放的で

人）を CMIM の運用支援のためにも活用する

あり，金融面のみならず貿易・投資面での関係

ことを試み始めた。AMRO 側でも，こうした

図５

AMRO の分析が資本移動に焦点を当てている例

（出所）ASEAN+3 Macroeconomic Research Office（2017）

２９）Eichengreen・Woods（2016）は，IMF においても，世界金融危機以前にマクロ経済の分析と金融の分析を
統合して将来の危機の警告を発することは困難であったと指摘している（p.33 参照）。
３０）2010 年５月の ASEAN+3 財務大臣会議の共同声明参照。
３１）著者たちの個人的な所見でも，2011 年の時点では，サーベイランス・ユニットの役割として「モニタリン
グ」に加えて「資金の安全性確保」や「CMIM の事務局機能」まで想定していた当局の数は少数に留まっていた。
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動きに対し，限られた人的資源の中で前向きに

よ り 支 援 を 要 請 さ れ た。2013 年 春 頃 か ら，

対応した。

AMRO は，CMIM 運用ガイドラインの強化，

AMRO（ 民 間 法 人 ） に 対 し て は， 特 に ①
EPRD マトリックスの作成，② CMIM 発動に向
けた運用面での ASEAN+3 当局の準備の２分野
について CMIM に対する支援が求められた。
第一に，2012 年５月に ASEAN+3 の財務大
臣と中央銀行総裁は，
「CMIM 予防ライン」と
呼ばれる危機予防機能（ファシリティ）の導入
に 合 意 し た が３２），AMRO（ 民 間 法 人 ） は，
CMIM 参加国の危機予防機能（ファシリティ）
への適格性を事前に審査する材料を提供するた
めに，ASEAN+3 の全メンバーの経済指標を集
約させた「経済レビュー政策対話（ERPD）マ
トリックス」の開発を指示された３３）。
第二に，AMRO（民間法人）は，CMIM の
発動に向けた運用準備の面で，ASEAN+3 当局

様々なシナリオの下での CMIM テストランの
実行，CMIM の平時の準備作業の着手といっ
た ASEAN+3 当局の取組みを支援に取り組んで
きた。これを受け 2014 年５月の ASEAN+3 財
務大臣中央銀行総裁会議の共同声明では，
「我々
は代理に対し，AMRO と協力して CMIM の運
用準備を進めることを指示した。」との発表が
なされた３４）。
なお，AMRO（民間法人）が 2016 年に国際
機関化された際には，AMRO 設立協定第２条
に，
「AMRO は，地域の経済の監視及び地域金
融取決めの実施を支援することを通じ，地域の
経済及び金融の安定性の確保に貢献することを
目的とする。」と明確に規定されている。

Ⅲ．AMRO の国際機関化
Ⅲ－１．民間法人としての AMRO によるサー

民間法人という法的枠組みは，サーベイランス

ベイランスの限界

を行うにあたり，①人的リソース，②データア

Ⅱ－１で述べたように，AMRO は当初，シ

クセスの２側面で，制約であることが認識され

ンガポール法に基づく民間法人として設立され

るようになった。以下シンガポール法制上の問

た。世界金融危機以降の経済金融状況を考える

題点を考察するが，設立協定上のスタッフが逮

となるべく早い業務の開始が望ましいことが暗

捕されない規定や AMRO 文書の保護の規定な

黙の前提とされていたためであった。2011 年

どは全加盟国に関係する事項である。

以降，民間法人としての AMRO が設立され，

第一に，経済・金融サーベイランスは高度な

活動を開始する中で，シンガポール法に基づく

知識を必要とする労働集約的な業務であり，そ

３２）IMF が，2009 年３月にフレキシブル・クレジット・ライン（FCL），2010 年８月に予防的クレジット・ライ
ン（PCL，2011 年 11 月に PCL は予防的流動性枠（PLL）へと変更）を導入したことに対応して，ASEAN+3 でも，
健全なマクロ経済政策を取っている国が外部的要因などで一時的に国際収支困難に陥る事態に予防的に対応する
枠組みとして導入された。2012 年５月の ASEAN+3 財務大臣中央銀行総裁会議の共同声明参照。
３３）2013 年５月の ASEAN+3 財務大臣中央銀行総裁会議の共同声明参照。同マトリックスの開発は，ファンダメ
ンタルズが健全で，政策枠組みや政策の面も含めて，CMIM 予防ラインを予め設定するのに適したと見なされる
かを，ASEAN+3 当局が判定することを目的としている。したがって，本質的にこれまでの実績を事後的に検証
する指標であり，早期警戒指標として開発されたものではないと理解されている。同マトリックスは，経済のそ
れぞれのセクターの新しい指標や潜在的な脆弱な分野が不断に検討され，追加されていくものとされた。
３４）2014 年５月の ASEAN+3 財務大臣中央銀行総裁会議の共同声明参照。
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の成果はそれを担う人材の質に大きく依存す

う３５）。

る。したがって，通常は当局や IMF で勤務す

逆にシンガポール法に基づく民間法人であっ

るような，有能で経験豊富なエコノミストやス

たことに伴う法的側面での利点もあった。例え

ペシャリストの雇用が求められる。しかしなが

ば，労働法制などの面でシンガポール法の枠組

ら，AMRO（民間法人）は，在シンガポール

みに依存することができたことが指摘できる。

の民間法人として，例えば当時外国人労働者の

AMRO が国際機関化した際には，シンガポー

流入を厳格化させつつあったシンガポールの移

ル法の枠組みから外れるため，例えば雇用契約

民政策の制約も受けた。これはすなわち，理論

上の紛争が生じた場合どうするかなどについ

的 に 言 え ば， シ ン ガ ポ ー ル の 移 民 政 策 が，

て，国際機関である AMRO は個別に規定し，

AMRO におけるスタッフの採用やサーベイラ
職員との雇用契約に盛り込んでいく必要が生じ
ることとなった。
ンス能力に影響を与える可能性があったという
また，法的枠組みの性格から生ずる制約では
ことである。
な い も の の， Ⅱ － ２ － ３ で 述 べ た よ う に，
第二に，AMRO（民間法人）は，シンガポー
AMRO（民間法人）は設立契約において，マ
ル共和国の主権の下に置かれていた。したがっ
て，理論的に言えば，AMRO（民間法人）が保
クロ経済の調査・分析及び CMIM のコベナン
有する機密情報は，シンガポール法が許す場合
ツ遵守状況のモニタリングのための組織である
にはシンガポール政府が差し押さえることも可
と規定されていた。したがって，①地域の金融
能であった。この事実は，他の ASEAN+3 各国
取極め（すなわち CMIM）の運用について全
当局に対し，シンガポール政府に知られる可能
面的に ASEAN+3 当局を支援するとの法的な根
性を考慮し，AMRO（民間法人）に対する機密
拠，②目的や機能を遂行するために望ましいと
思われるレポートを規則に基づいて公表すると
情報の提供を控える要因となった可能性があっ
た。他の当局が情報提供に消極的であった場合， の法的な根拠，が与えられていなかった。こう
AMRO（民間法人）は基本的に，公開情報のみ
した制約についても，AMRO（民間法人）が
に基づいたサーベイランスを行わざるを得ず，
国際機関化された機会に整備する必要があると
これは特に危機が起きた際にはサーベイランス
考える向きもあった。
の質を制約する恐れが潜在的に存在した。
同様に，AMRO（民間法人）は言論の自由
Ⅲ－２．AMRO の国際機関化
ASEAN+3 当局は，2013 年５月より AMRO
についても関連するシンガポール法に直面して
いた。これは潜在的に，AMRO（民間法人） （ 民 間 法 人 ） の 国 際 機 関 化 の 準 備 を 進 め，
AMRO（民間法人）は，2016 年２月９日に国
のスタッフが，経済・金融的な脆弱性について
率直な見解を表明することを差し控えさせる，
際機関へと転換された３６）。本項では，AMRO
あるいは妥協させる圧力になった可能性もあろ
の国際機関化に向けた動きをまとめることとす
３５）こうした懸念を緩和させるために，AMRO 発足から約２年経過した 2013 年５月に，AMRO（民間法人）と
シンガポール政府との間で，覚書（MOU）が調印された。ASEAN+3 当局の懸念及び覚書締結については，2012
年５月及び 2013 年５月の ASEAN+3 財務大臣中央銀行総裁会議の共同声明参照。2012 年５月の共同声明では，
「財政及び流動性支援の提供，メンバー国の情報の保護，就労パス支給プロセスの促進等，AMRO が独立した
サーベイランス・ユニットとして，その使命を果たすために重要となるホスト国支援を行うとのシンガポールの
コミットを歓迎。
」との表明がなされた。こうした認識を示すと同時に，財務大臣と中央銀行総裁は同共同声明
において「国際機関化への準備の加速」を指示している。
３６）厳密には，2016 年２月９日には，既に批准済の国のみが株主となる国際機関が設立され，全ての国が批准を
終えた後 AMRO（民間法人）が清算されるまでの間は，AMRO（国際機関）と AMRO（民間法人）とが併存す
ることとされた。
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る。Ⅰ－４にある表１に示されているように，

と同等の法的地位を与え，②そのために，国に

通常の国際機関の設立の場合，①国際機関の設

よっては議会の承認が必要な事項を含む設立協

立の検討と設立協定の作成，②設立協定の調印

定（条約）を準備することとされた３８）。

と各国議会による承認，③国際機関の発足，④
業務開始，の手順になるが，AMRO の場合，

Ⅲ－２－２．設立協定の準備

民間法人として④の業務開始が先行したため

設立協定の検討作業は迅速に進められた。

に，④，①，②，③という変則的な過程を経た

2013 年５月，ASEAN+3 各国の財務大臣中央銀

のが大きな特徴と言える。

行総裁は，「我々は，AMRO 協定案の合意に達
し，迅速な署名と発効のため，それぞれの国に

Ⅲ－２－１．準備作業の開始

おいて必要な国内手続きを可能な限り早期に進

2012 年５月の ASEAN+3 財務大臣中央銀行総
裁会議を経て，AMRO（民間法人）を国際機関
化するために必要となる協定のドラフト作業が
開始された。同会議では，具体的な日程を含め
たワーク・プランと協定の初稿を AMRO（民間
法人）が準備するよう指示がなされた３７）。そこ
では，①Ⅲ－１で述べた制約に対処するため，
AMRO に対し IMF や ADB などの先行国際機関

める。
」と宣言した３９）。また，その後の微調整

表２

2009年 2月
2011年 4月
5月
2012年 5月
2013年 5月
11月
2014年 10月
2016年 2月

を 踏 ま え て， 検 討 作 業 開 始 か ら 一 年 半 後 の
2013 年 11 月の ASEAN+3 財務大臣中央銀行総
裁代理会議の際には，ASEAN+3 当局は「ASE-

AN+3 マクロ経済リサーチオフィス設立協定
（AMRO 協定）」と称される設立協定の案文に
ついて事務的に合意に至った。
な お，2013 年 ５ 月 の 会 合 で は 同 時 に，

国際機関の設立プロセス

AFMM+3にて独立した地域のサーベイランスユニットの設立を決定
AMRO（民間法人）の設立
AMRO（民間法人）の業務開始
AFMGM+3にてAMROの国際機関化の準備の加速を指示
AFMGM+3にてAMROの国際機関化に合意
「AMRO協定」の案文について事務的に合意
ASEAN+3諸国による「AMRO協定」の署名
ASEAN+3当局による国内手続きの開始
国際機関としてのAMROの設立

（注）AFMM+3：ASEAN+3 財務大臣会議，AFMGM+3：ASEAN+3 財務大臣中央銀行総裁会議
（出所）ASEAN+3 財務大臣中央銀行総裁会議共同声明などから作成

３７）2012 年５月の ASEAN+3 財務大臣中央銀行総裁会議の共同声明参照。
３８）どの内容の国際的な約束を内閣などの行政府の決定とするか，あるいは議会（君主の場合もあり）の承認を
求めるのかは，国によって制度，慣行が異なり，これを 13ヵ国一律に行政府の決定とする，あるいは議会の承認
を求めることとするのは不可能であり，国際的な約束の内容に基づき各国の判断に委ねられることになる。柳井
（1979），pp.73-81 参照。
IMF や ADB など先行の国際機関と遜色のない内容とすると，国民の権利・義務に関する事項など議会の承認を
求める国が多くなることは既にこの時点で認識されていた。別の言い方をすると，できる限り早く「国際的機関」
とするためだけに，法的枠組みとして，すべての国が行政協定に基づく設立協定と位置付けたり，ホスト国だけ
が AMRO を国際機関として法的に認めたり等はしないことが，確認されていた。
なお，日本においてどのような国際的約束を国会承認条約とするかについては，1974 年の大平外務大臣の答弁の
形で三つのカテゴリーがあることが示されている。小松（2015），pp.283-285 参照。
３９）2013 年５月の ASEAN+3 財務大臣中央銀行総裁会議の共同声明参照。
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「AMRO 協定案の作業と同時にシンガポール－

AMRO 間の本部協定案の作成作業が終了した
ことを歓迎。当本部協定は，AMRO が国際機
関化された時点で締結される予定。
」との言及
もあった４０）。

AMRO 協定への署名権限の委任を得られなく
なり，この状態が，2014 年９月に軍事政権の
下で国家立法会議による署名権限の付与まで継
続したことがあった４３）。
Ⅲ－２－４．AMRO 協定の批准と国際機関と
しての AMRO の設立

Ⅲ－２－３．AMRO 協定の署名
協定案について事務的合意に至った後の手順

AMRO 協定は，前述の第 26 条に基づき必要

としては，①全ての参加国による AMRO 協定

となる国による批准を受け，2016 年２月９日

への署名により案文を最終確定し，②（多くの

に発効した４４）。国際機関としての AMRO の開

国においては）議会による AMRO 協定の承認，

所式は，2016 年２月 19 日に開催された４５）。国

となる４１）。

際機関としての所長は根本洋一氏がそのまま就

AMRO 協定の署名式は，2014 年 10 月 10 日に
開催された４２）。2013 年 11 月に協定案の案文に

任し，５月に常紅軍（Chang Junhong）氏が引
き継いだ。

ついて事務的合意に至ってから 10ヵ月が経過

ここまで論じてきた民間組織である AMRO

していた。時間を要した理由は，2013 年 12 月

と国際機関である AMRO の特徴を表にまとめ

にタイにおいて下院が解散され，財務大臣の

ると，以下のとおりである（表３）。

４０）民間法人である AMRO においては，その設立契約は 2011 年１月に発効していたが，ホスト国と AMRO との
取極めについては 2013 年５月まで定まらないという不安定な状況が発生していた（Ⅲ－１参照）。国際機関であ
る AMRO については，設立協定の骨子と本部協定の骨子を同時に確定し，両取極めの間の隙間をできる限り生
じさせないことで，国際機関設立当初から安定した環境のもとで業務が開始できるよう配意されたものと理解さ
れる。
４１）AMRO 協定第 26 条では，「本協定は，中国，日本，韓国，並びに，シンガポールを含む ASEAN の５ヵ国以
上が批准書，受諾書又は承認書を寄託した後 60 日目の日に効力を生ずる」と規定されている。AMRO 協定の出
所は脚注 25 参照。
４２）2015 年５月の ASEAN+3 財務大臣中央銀行総裁会議の共同声明参照。
４３）条約の案文を確定させるための行政府による署名について，当時のタイの憲法においては，行政府の対外的
な約束について上院・下院による承認を求めることとされていた。2013 年 12 月に下院が解散されて総選挙が成
立しない状況が持続したため，タイの行政府の署名が出来なかったものであり，タイとして内容的に問題があっ
たわけではない。
４４）2016 年５月の ASEAN+3 財務大臣中央銀行総裁会議の共同声明参照。
４５）AMRO の プ レ ス リ リ ー ス 参 照：http://www.amro-asia.org/amro-is-officially-established-as-an-internationalorganization-in-february-2016/。
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主要機能に関する民間法人としての AMRO カンパニーと国際機関としての AMRO の対比

各国政府からの干渉（スタッ
フの逮捕、文書の差押え等）
などからの保護
IMF 向 け と 同 じ 情 報 を
AMROへ提供する加盟国の
義務
他の国際機関（IMFなど）と
の情報交換等、各種の協力

民間法人としての
AMRO
特段の規定なし（法的保護
なし）1/

国際機関としての
AMRO
設立協定による明示的な規
定あり（法的保護あり）

中央銀行間の契約（設立契
約）に基づく

議会の承認を得た設立協定
の受諾に基づく

根拠規定なし

AMROとして 協力関係を結
ぶことが可能に

CMIMの事務局機能

根拠規定なし

そ の 他 の ASEAN+3 の 活 動
への支援
経済レポートの公表など対
外的情報発信

根拠規定なし

2/

条件が厳しく、時宜にかなっ
た公表は事実上困難

設立協定による明示的な規
定あり
設立協定による明示的な規
定あり
予め認められた「公表基準」
に従ってAMROが判断可能

議会の承認を得た設立協定
であることにより可能となった
事項

設立協定の書きぶりによっ
て可能となった事項

（注１）AMRO の本部所在地であるシンガポールとの関係については，設立から２年後の 2013 年５月に覚書（MOU）が AMRO
とシンガポール政府との間で締結され，シンガポール政府からの干渉からは一部保護されることとなった。
（注２）ASEAN+3 当局からの明示的な指示により，CMIM の危機予防機能のための判定基準（ERPD マトリックス）などは作
成していた。
（出所）AMRO 設立協定などをもとに作成

Ⅳ．国際機関化後の AMRO の課題

Ⅳ－１．国際機関化後の AMRO の課題４６）

調した４７）。

ASEAN+3 各国の財務大臣中央銀行総裁は，

前章で指摘した民間法人であることに伴う法

2016 年５月の会議声明において AMRO の国際

的制約や民間法人の設立契約上の制約は，国際

機関化について，
「この重要な一歩とともに，

機関化の折に対処された。こうして国際機関化

AMRO は，地域の独立したサーベイランス・
ユ ニ ッ ト と し て よ り 効 果 的 に 機 能 し，ASEAN+3 地域のマクロ経済及び金融の安定を確保
することに貢献することが可能となる。
」と強

に伴い枠組みの面は整備されたが，枠組みをど
う動かしていくかについて，言わば運用面にお
いて AMRO にはいくつかの大きな課題が残る。
それらの課題は，基礎的で技術的なものから，

４６）CMIM も含め，東アジアの地域金融協力全般についての課題については，Kawai（2015），pp.18-22 参照。本
稿では国際機関化後の AMRO の課題に焦点を当てている。
４７）2016 年５月の ASEAN+3 財務大臣中央銀行総裁会議の共同声明参照。
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政策に関連したより複雑なものまで幅広い４８）。

第一は，危機や市場の混乱に関する知見を高

本章では，国際機関化後の AMRO の課題を主

め て い く こ と で あ る。2011 年 の 設 立 以 来，

に指摘することで，域内の当局や AMRO の参

AMRO は実際の危機を経験したことが無い。
1997 年のアジア通貨危機からも 20 年が経過し
ており，その記憶も薄れつつある。世界の経済
金融情勢は常に変化しており，新しい危機は最
も予測しえない原因から発生する可能性もあ
る。経験が限られる中で，リスクや脆弱性を明
らかにするのは容易ではない上，政策提言を行
うことや，CMIM の発動時に，借り手が遵守
すべき事項を短期間で策定するのも難しい課題
である。AMRO 設立の背景に照らし，AMRO
の評価は教条的であることは期待されておら
ず，また，政策提言も必要不可欠な範囲を超え
て行うことは望ましくない。したがって，これ
らの期待に応えるためにも，AMRO は，経済
金融の危機や市場の混乱，成功・失敗の双方を
含む政策対応にかかる知見を蓄積し，常に内部
でシミュレーションを行っていく必要があるだ
ろう。
第二に，リスクや脆弱性の分析や政策提言の
策定にあたっては，当局者に対して将来のリス
クなどを率直に伝達するのは当然継続するとし
て，更に多様な利害を有するステークホール
ダーである各国当局者間において，微妙なバラ
ン ス を 取 る こ と が 求 め ら れ て こ よ う５１）。
AMRO は，CMIM の発動の判断において，特
に IMF プログラム無しで発動させるかどうか
の判断に資する材料を提供するなど重要な役割

考になることを目指したい。
Ⅳ－２．AMRO のサーベイランス及び政策提
言機能

AMRO 協定第３条では，AMRO の任務を以
下の通り規定している４９）：

a）加盟者のマクロ経済の状況及び金融の健全
性について監視し，評価し，及び加盟者に報
告すること。
b）加盟者のために，地域におけるマクロ経済
及び金融に係る危険及びぜい弱性を明らかに
し，並びに要請がある場合には，当該危険を
緩和するための政策的な勧告を適時に作成す
ることを通じて支援すること。
c）地域金融取決めの実施に当たり，加盟者を
支援すること。
d） AMROの目的を達成するために必要なその
他の活動であって執行委員会が決定するもの
を実施すること ５０）。
このように，ASEAN+3 当局は国際機関と
なった AMRO の業務として，単にサーベイラ
ンス活動を行うことだけでなく，政策提言を行
うことも含めている。リスクや脆弱性を評価
し，政策提言を行うにあたり，国際機関となっ
た AMRO は大きく３つの課題に直面している
ように思われる。

４８）Eichengreen・Woods（2016）は，CMIM と AMRO の枠組みの整備は，サーベイランス機能と政策助言を目
指すもので，AMRO の発展に従い，IMF への代替機関が形成されつつあると見ることが可能になり始めたとしつ
つ，①（危機対処の）トラック・レコードがないこと，②（地域レベルの問題対処はできても）世界的な問題に
は対処できないこと，③地域の国全般が影響を受けた場合にはリスク分散ができないこと，④（IMF と同じく）
ガバナンスの問題を抱えていることから，IMF に代わる枠組み足りえないと論じている（pp.48-49 参照）。
なお，本稿は，CMIM と AMRO が世界的規模で IMF に代わる枠組み足りうるかを論ずるものではなく，IMF な
どの世界的な枠組みを補完するアジア地域の枠組みとして，AMRO の課題を論ずるものである。
４９）AMRO 協定の出所は脚注 25 参照。
５０）Sussangkarn（2011）は，民間法人である AMRO が発足した 2011 年の時点で，AMRO は経済調査にとどま
らず地域におけるマクロ金融面での統合のための組織となることを提言している（p.217 参照）。
５１）ASEAN+3 当局が，国際機関となった AMRO を上手く活用する提案については，Nemoto（2016）参照。ア
ジアの思考と歴史の両面において，国家を超えた連携が欠如してきた点については，Kenen・Meade（2008），
p.178 参照。
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を担うことが期待されている。したがって，

域内サーベイランスレポート，国別サーベイラ

AMRO が客観的な立場を取り続けられるかど
うかは，AMRO 自身のみならず，CMIM に対
するメンバー国の信認を確保するために，重要
な点であろう５２）。
第三に，市場に対するメッセージの発信にお
いては，細心の注意が求められよう。AMRO
協定の第５条（d）では，AMRO は，執行委員
会が定めた「情報の公表に関する AMRO の政
策」に基づき，「その目的及び任務の遂行のた
めに望ましいと認める報告を公表する」と規定
されている。
Ⅱ－２－１で述べたように，AMRO（民間
法人）のサーベイランスレポートは，非公表を
前提に当局のニーズに沿う形で作成されてき
た。非公表に伴う欠点を理解しつつ，即時性と
内容の率直性を重視していたと理解することも
できる。
国際機関化と共に公表化が認められたサーベ
イランスレポートを，どのように調整していく
かは，国際機関化された後の AMRO にとって
の 新 し い 課 題 で あ る５３）。2017 年 に 入 り，
AMRO は，年次報告書，「ASEAN+3 Regional
Economic Outlook（AREO）2017」と称される

ンスレポート（フィリピン，タイ，中国・香港
など）の公表を開始している５４）。
特に国別サーベイランスレポートで，メン
バー国経済のリスクや脆弱性について指摘する
際には，不必要に市場の混乱を引き起こさない
よう，分析内容やタイミングについては，慎重
に検討する必要があると考えられる。
Ⅳ－３．CMIM 発動における AMRO の役割強
化

AMRO による CMIM への支援は，Ⅳ－２で
述 べ た よ う に，AMRO 協 定 第 ３ 条 の 中 で
AMRO の任務として明確に定義されている。
AMRO の CMIM に対する支援任務を説明した
AMRO による解説５５） によると，AMRO は ASEAN+3 メンバーに対し，「テストラン」や「平
時のチェックリスト」などを通じ，
「CMIM の
運用体制の整備を進める」とされている。実
際，ASEAN+3 財務大臣中央銀行総裁会議の共
同声明でも，繰り返し，CMIM や EPRD マト
リックス，運用体制整備に関する AMRO の貢
献が記載されている５６）。AMRO は，こうした
CMIM への支援を前向きに取り組んでいくこ

５２）IMF においては，世界経済の発展（特に新興市場国の急速な発展）に伴うクォータ・シェアの調整が遅れて
きたことが，ガバナンス上の問題を生み出しただけなく，IMF の途上国に対する政策助言は先進国の利益のため
のバイアスがあるのではないかとの疑念を生んできた。Eichengreen・Woods（2016），pp.47-48 参照。
現在の CMIM と AMRO の意思決定方式は，コンセンサスを重視していること，また，（IMF と異なり）より大き
な資金拠出を求める向きもないことから現在までのところ問題を生じていないが，意思決定方式の在り方が枠組
みへの信頼の低下に繋がらないよう，ASEAN+3 各国は将来的に十分な注意を払う必要があろう。
Sussangkarn（2011）と Kawai（2015）は日中韓の投票権が 32％，32％，16％になった経緯を分析しているが，
ASEAN 全体が 20％となったことは所与の前提としている。Sussangkarn（2011），pp.211-212，Kawai（2015），
pp.14-15 参照。
５３）個別国のレポートの内容の率直さと市場への影響については，Kenen・Meade（2008），pp.158-159 参照。世
界金融危機発生前の AMRO 設立前に書かれているため，東アジアにおける政策対話の実現に懐疑的な表現も見
られる。
５４）全ての公表資料は AMRO のホームページで取得可能：http://www.amro-asia.org/publications/。
５５）AMRO のホームページ参照：http://www.amro-asia.org/amros-support-function-for-cmim/。
５６）Nemoto（2015）は，現行の ASEAN+3 の議長システムは年次で交替するため，組織的記憶を保つのが困難
であり，ASEAN+3 当局は専門の集団に事務局機能を任せることを提言した上で，当局の決定があれば（近い将
来国際機関になった後の）AMRO はそうした役割を喜んで引受けるだろう，と述べている。
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とが，重要と思われる５７）。

の発動をより円滑に行っていくための検討も求

サーベイランスについても順調に体制強化が

められよう。例えば，資金をより迅速に提供す

図られてきているが，それはあくまでも「平時

るための資金準備を事前に整えておく統一的な

のサーベイランス」であり，通貨危機が発生し

枠組みの検討などが合理的な発展形態であり，

た場合（または危機予防機能を発動する場合）

AMRO としてもそのための検討を開始してお
くべきだろう６０）。

に当該国にどのような政策を求めていくかなど
の「危機時のサーベイランス」については今後
の課題である。IMF や ESM などの危機対応経

Ⅳ－４．世界・地域・二国間のフレームワーク
の間の調整

験のある組織との関係を強化しておくことによ
５８）

り，体制を整えていく必要があろう 。IMF と

これも狭義の AMRO（国際機関）の課題と

AMRO は，2017 年 10 月にサーベイランスにつ
いての意見交換や能力向上などを目的とする
MOU を結んでいる５９）。
さらに，AMRO の課題と言うよりは CMIM
の課題であるが，より中長期的には，CMIM

いうよりは CMIM の課題であるが，短期の国
際収支支援にかかる世界・地域・二国間のフ
レームワークの間の調整が残る。アジア通貨危
機を経て，短期の国際収支支援にかかる国際協
力の枠組みは，世界レベルの IMF のみの状況

５７）2016 年より次長２人とチーフエコノミスト１人が増員され，次長の内１人は CMIM 支援と中期戦略の策定
が任務とされている。増員の決定については 2015 年５月の ASEAN+3 財務大臣中央銀行総裁会議の共同声明参
照。 ま た， 次 長・ チ ー フ エ コ ノ ミ ス ト に つ い て は AMRO の ホ ー ム ペ ー ジ 参 照：http://www.amro-asia.org/
about-amro/。
５８）Kawai（2015）も，CMIM の事務局機能を AMRO に担わせることと IMF から独立してコンディショナリティ
を作成できる能力の構築することを提言している（pp.20-22 参照）。
５９）AMRO のホームページ参照：http://www.amro-asia.org/amro-imf-enhance-cooperation-to-support-regional-andglobal-financial-stability/。
６０）リザーブプールも１つのオプション足りうる。なお，リザーブプールを充実させることにともなう潜在的な
利害対立については，Kinkyo（2013），pp.305-306 参照。
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から，二国間６１） や地域６２） の枠組みも存在する状

枠組みは，世界レベルの枠組みを補完するもの

況へと拡大してきた。こうした二国間や地域の

として見られてきた６３）。しかしながら，①事前

６１）東アジアにおける二国間の通貨スワップ取極め（BSA）の歴史は，1998 年 10 月の日本の新宮澤構想を嚆矢
とした。新宮澤構想の下で，日本は 1999 年１月に韓国と，1999 年７月にマレーシアと，それぞれ BSA を締結し
「地域における BSA のネットワークを創設する」
た。BSA はその後，2000 年５月の ASEAN+3 財務大臣会議にて，
というチェンマイイニシアチブ（CMI）として合意された。この時，BSA のネットワークは，新宮澤構想の下で
締結された BSA を転換するのではなく，新たな BSA を締結するとの形式を取った。同様に，2010 年に CMI がマ
ルチ化された際にも，二国間の BSA は CMIM とは別に維持された。
2010 年３月の CMIM 協定の発効後も，二国間の BSA は依然としてその数，規模とも拡大傾向にある。International Monetary Fund（2016）は，BSA が，世界金融危機を経て 2009 年末までに 40 取極めまで増加し，またその
後も，中国の人民元スワップが 2015 年末に計 30 取極め 5,000 億米ドル相当に達するなど，進化を遂げていること
を指摘している（pp.15-17 参照）。日本も，2018 年 1 月時点で，日本はインドネシア，フィリピン，シンガポール，
タイとの間で BSA を締結している。中国・韓国も，ASEAN+3 のメンバーとの間で選別的に BSA を締結してい
る。2015 年末時点の BSA の全体像については International Monetary Fund（2016），p.16（Figure 4）参照。
図６

BSA の現状（2015 年末時点）

（出所）International Monetary Fund（2016），p.16

なお，新宮澤構想については以下参照：http://www.mof.go.jp/international_policy/financial_cooperation_in_asia/
asian_currency_crisis/new_miyazawa_initiative/1e041.htm。
また，日本の BSA については以下参照：https://www.mof.go.jp/international_policy/financial_cooperation_in_
asia/bsa/bsa.pdf。
６２）International Monetary Fund（2016）によると，地域の枠組みとして，2015 年末時点で，CMIM のほか，ア
ラブ通貨基金（AMF），BRICS 偶発準備取極め（CRA），ユーラシア安定開発基金（EFSD），欧州安定メカニズ
ム（ESM），EU 国際収支支援ファシリティ，ラテンアメリカ準備基金（FLAR），北米枠組み取極め（NAFA），
南アジア地域協力連合（SAARC）が存在している。
６３）Ito（2012）は，政治的または制度的に IMF に対するスティグマが残っていることから，東アジアの国とし
ては，IMF から離れて self-insurance や地域的解決に向かうか，IMF の中での発言力を（共同して）強めていくか
の二つのシナリオを提示している。
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の調整，②事後の調整，といった基本的な問題
６４）

が残されていることに加え ，枠組み間の調整
の協議に東アジアとして誰が参加するかとの問
題がある６５）。
Ⅳ－５．統計の拡充
アジア通貨危機やその背景にあった民間資本
フローの強引な動きは，足元の経済・金融情勢
を正確に理解することと，市場の信認を維持す
ることが，いかに重要であるかを改めて認識さ
せた。欧州のソブリン債務危機の際のギリシャ
のケースが示した通り，統計の信憑性に関する
疑念は，その国に対する市場の信認を決定的に
喪失させうる。

IMF は，国際資本市場へのアクセスを有す，

或いは求める国に対し，経済金融データの提供
にあたっては，SDDS（Special Data Dissemination Standard）と呼ばれる統計公表基準の採
択を推奨している６６）。また，2012 年には，国
内及び国際的な金融面での安定に向け，SDDS
プラスと称される，より強化された統計公表基
準 も 制 定 し た６７）。2018 年 1 月 の 段 階 で は，
ASEAN+3 の 13ヵ国のうち，SDDS プラスを採
用しているのは日本のみであり，また，SDDS
を採用しているのも７ヵ国にとどまる６８）。ま
た，2016 年５月の ASEAN+3 財務大臣中央銀
行総裁会議の共同声明では，CMIM の危機予
防機能の適格性指標の作業が進められているこ
とが明らかにされたが，危機予防機能の適格性
の検討のためにも，正確な統計が極めて重要な

６４）二国間の BSA と，CMIM，そして IMF の，それぞれの枠組みの間の関係は，必ずしも明確となっていない。
例えば，①二国間・地域・世界レベルのサーベイランス・ユニット間で，どのように経済分析や政策提言を調整
するのか，② AMRO と IMF など，もし二国間・地域・世界レベルのサーベイランス・ユニット間で意見が異なっ
た場合にどうなるのか，③ IMF がコンディショナリティの達成状況に応じて資金の拠出を複数回に分けて行って
いる状況下で，二国間や地域の支援ファシリティとの資金拠出の調整をどう行うのかなどについて，調整が求め
られよう。こうした点については，危機時に円滑に調整がなされるように，平時において，事前に協議をしてお
くのが望ましいと思われる。
日本財務省によると，BSA 及び CMIM の全額を発動するためには，IMF プログラムの存在が求められる。例え
ば，CMIM では，IMF プログラムが不要とみなされた場合には，IMF プログラム無しに総額の 30％まで資金拠出
が可能となっている。BSA の IMF プログラムとの関連についての日本財務省の説明は，以下参照：http://www.
mof.go.jp/international_policy/financial_cooperation_in_asia/bsa/bsa.pdf。また，CMIM の IMF プログラムとの関
連については，以下参照：http://www.mof.go.jp/international_policy/financial_cooperation_in_asia/cmi/index.html
International Monetary Fund（2016）も，「BSA や地域の支援枠組みの重要性が増すにつれ，セーフティネットが
より分権化・不確実になりつつあり，調整の欠如が断片化を導きつつある」と指摘している。
異なる支援ファシリティ間の返済にかかる優先劣後関係が，議論されていない課題となっている。パリクラブで
の公的債務再編枠組みにおいては，マルチラテラルな国際機関は二国間ドナーに対し優先する債権者として取り
扱われる国際的な慣習が存在するが，IMF，CMIM，BSA の場合では，CMIM や BSA の発動実績が無いため，
万一返済が滞った際にどのようにそれぞれの支援枠組みが取り扱われるかが，不明確なままとなっている。例え
ば，ギリシャに対する EFSF の融資は，償還期間（当初）が 10～39 年と IMF プログラムよりかなり長く，また，
2017 年１月には償還期間の再編（実質的なリスケジュール）が行われるなど，事実上，IMF 債権に対し劣後する
扱いとなった。詳細は，EFSF の解説参照：https://www.esm.europa.eu/assistance/greece/efsf-programme-greeceexpired。
Kinkyo（2013）は，欧州債務危機における IMF，EFSF/ESM，ECB の関係を分析の上，東アジアの現状から考
えて，IMF と CMIM の連携の必要な部分を指摘している。
６５）AMRO 協定第３条 c）では，AMRO の任務として『地域金融取決め（CMIM）の実施に当たり，加盟者を支
援すること』と規定されている。このように，CMIM の加盟者は ASEAN+3 各国の当局であるため，AMRO が自
動的に東アジアの地域の枠組みを代表することにはならない。
６６）SDDS については以下参照：http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/Overview.aspx。
６７）SDDS プラスについては以下参照：http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/Overview.aspx?sp ＝ y。
６８）SDDR を採用している国は，中国，インドネシア，韓国，マレーシア，フィリピン，シンガポール及びタイ
の７ヵ国。中国の香港特別行政区も SDDR を採用している。
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役割を果たすだろう。

ASEAN +3 の 財 務 大 臣 中 央 銀 行 総 裁 は，
AMRO に対し，メンバー国経済のサーベイラ
ンス能力強化のため，技術協力活動を更に強
化， 拡 大 す る こ と を 慫 慂 し て い る６９）。ASE-

AN+3 諸国の経済・金融部門の発展，高度化に
伴い，今後必要とされてくる統計もあろう。統
計の対象，頻度，質や国際的な比較可能性を拡
充させるニーズは，長い間の課題であり続ける
と見込まれる。

Ⅴ．おわりに
た，ショックがどのような経路で伝播する可

世界金融危機を経て，東アジアの地域金融協

能性があるかを理解するために，ASEAN+3

力は，チェンマイ・イニシアチブのマルチ化
（CMIM）や ASEAN+3 マクロ経済リサーチオ

経済相互間の関係の理解も深めた。

フィス（AMRO）の設立など，制度面での整

2016 年２月９日に達成された AMRO の国際

備が大きく進んだ。本稿は，特に AMRO に焦

機関化を経て，AMRO（国際機関）は，民間

点を当てる形で，① 2011 年にまず民間法人と

法人の際に直面した人的リソースやデータアク

して設立された AMRO によるサーベイランス

セスに関する制約を克服した上，新たに，①地

の特徴，② AMRO が 2016 年に国際機関化され

域の金融取極め CMIM の運用における ASEAN+3 当局への支援と，② AMRO の目的や任
務を達成するために望ましいレポートを公表規
則に基づく形で公表する，との役割が付与され
た。
本稿では，東アジアにおける通貨金融面での
安定性を強化させるために，４つの課題を指摘
した。第一の課題は，AMRO のサーベイラン
ス 及 び 政 策 提 言 機 能 を さ ら に 強 化 す べ く，
AMRO が，危機や市場の混乱に関する知見を
より蓄積し，CMIM の資金の出し手と受け手
との間で客観的な立場を取り続け，レポートの
公表に際しては，市場の状況を見つつ，内容と
タイミングを慎重に検討すること。第二は，
CMIM の 効 果 を 高 め る た め の 方 策 と し て，
CMIM の発動における AMRO の役割を強化す
ること。第三は，二国間，地域，及び世界の支
援ファシリティの間の調整の枠組みについて，
平時から，議論を進めること。最後に，各国の
統計に関して，その範囲，頻度，正確性ならび
に国際比較可能性を，不断に高めていくことの

た際の経緯と主な変更点，③東アジアの通貨金
融面での安定に向けて残された課題について，
指摘することを目的とした。
当初民間法人として設立された AMRO（民
間法人）によるサーベイランスは，以下の特徴
を有していた：
①サーベイランスレポートは，特に ASEAN+3
財務大臣中央銀行総裁の代理達の間における
相互サーベイランスや CMIM に関する議論
の促進や，世界及び地域の経済金融情勢を頻
繁にアップデートするという，ASEAN+3 通
貨金融当局のニーズを充足することを目的と
し，非公表形式で作成された。
②短期的な流動性，特に，国際的な民間証券投
資フローや銀行貸出の動きに焦点が当てられ
た。AMRO は必ずしも国際収支統計にはタ
イムリーに反映されない動きを把握するため
に，様々な市場の変数や高頻度で更新される
情報に着目し，これらの動きやそれが潜在的
にもたらすリスクを把握しようとした。ま

６９）2016 年５月の ASEAN+3 財務大臣中央銀行総裁会議の共同声明参照。
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重要性を指摘した。透明性の向上は，AMRO

市場の信認を高めることにも資すると考えられ

のサーベイランスの質を高めうるのみならず，

る。
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補論１．年表

AMRO の動き、CMIM の動き（☆印）等

年月

2008 年（議長国： ベトナムと日本）
 


経済・市場の動き
9 月 世界金融危機
始まる

2009 年（議長国： タイと韓国）
 2月
ASEAN+3 財務大臣会議（タイ、プーケット）



（☆チェンマイ・イニシアチブ・マルチ化契約の重要性を強調し、独立した地域サーベ
イランス組織の設立を盛り込んだ行動計画を発表）
11 月 ギリシャ新
政権、前政権の財政
数値の粉飾を公表
2010 年（議長国： べトナムと中国）
 3月
☆チェンマイ・イニシアチブ・マルチ化契約（CMIM）の発効
2011 年（議長国： インドネシアと日本）
1月
民間法人としての AMRO カンパニーの設立契約締結
4月
4月

ASEAN+3 代理会議（インドネシア、バリ）
（魏（ウェイ）本華氏を初代所長に選任）
AMRO カンパニー（民間法人）の設立

5月

ASEAN+3 財務大臣会議（ベトナム、ハノイ）

5月

ウェイ所長、根本顧問（当時）シンガポールに着任、当初のオフィスはシンガポール通
貨庁（MAS）内 11 階
AMRO カンパニー（民間法人）とウェイ所長の雇用契約締結（＝実質的なオフィスの
発足）
ウェイ所長のヴィザ（雇用パス）発行（代理会議から 81 日目）

5月
6月
6月







8月

第 1 回目事務レベル会議
（AMRO カンパニーが 2011 年分の人件費関連予算案（米ドル建て）と事務所関連予算
案（星ドル建て）を提出）
オフィスの銀行口座開設、予算承認、米ドル建ての方は振込始まる（星ドル建ては 9 月
まで振込まれず）
第一回 AMRO 諮問委員会開催（シンガポール、議長 Chalongphob Sussangkarn 氏）

8月

MAS より流動性支援についての EC 承認（米ドル建てと星ドル建て）

8月
9月
9月

MAS と流動性支援の契約（米ドル建て）
AMRO カ ン パ ニ ー （ 民 間 法 人 ） と ホ ス ト 国 と の 間 の 了 解 事 項 （ Memorandum of
Understanding）の協議開始
最初のエコノミスト AMRO に着任

10 月

AMRO カンパニーの最初の国別訪問（ベトナム）

12 月

ASEAN+3 代理会議（日本、仙台）（AMRO が参加しての経済サーベイランスの始まり） 

12 月

AMRO の HP の立上げ

12 月

☆CMIM についての AMRO 部内勉強会開催

7～8 月
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8 月 米国債格下
げ、世界的に市場が
混乱



9 月 アジア市場で
一層の混乱
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2012 年（議長国： カンボジアと韓国）
1月
AMRO カンパニー（民間法人）のオフィス開会式（シンガポール）
3月
ASEAN+3 代理会議（カンボジア、プノンペン）
5月
ASEAN+3 財務大臣・中央銀行総裁会議（フィリピン、マニラ）
（中央銀行総裁が初めて参加、声明により、国際機関化に向けた準備の加速を指示、
AMRO カンパニー（民間法人）に対する MOU の重要性と、情報の保護などを含むホス
ト国支援についての星のコミットメントを確認、
☆CMIM に危機予防のための枠組みを導入することに合意）
5月
7月

根本氏所長就任（当初の任期 2 年、後に 2 年延長）
☆AMRO 所長、IMF ラガルド MD と面談

7月

AMRO 所長、ADB 黒田総裁と面談




8 月 ベトナムで銀
行取付発生

9月
11 月


12 月

国際機関設立協定の事務的検討開始
ASEAN+3 代理会議（韓国、ソウル）
（AMRO に次長またはチーフエコノミストを設ける提案の議論開始）
（AMRO 国際機関設立協定と本部取極めの骨子が議長サマリーで確定）
AMRO（国際機関）の本部協定案の協議開始





2013 年（議長国： ブルネイと中国）
4月
ASEAN+3 代理会議（ブルネイ、バンダルスリブガワン）
4月
ASEAN 財務大臣会議（ブルネイ、バンダルスリブガワン）（AMRO として初めて出席、
発表）
4月
☆地域金融協力の枠組みのセミナー（IMF 本部内）に他の地域機関と共に AMRO が参 
加、発表（同時期に IMF 理事会でも地域金融協力関係の非公式理事会開催）

5月
ASEAN+3 財務大臣・中央銀行総裁会議等（インド、ニューデリー）

（国際機関化のための協定案に原則合意したことを公表、AMRO カンパニー（民間法
人）と星との MOU に調印）
5月
☆大臣・総裁会議後、AMRO カンパニーは CMIM の発動準備作業に参加（テストラン、
平時の体制整備、危機予防発動のための点検シートなど）
5 月末 バーナンキ
議長発言により市
場が混乱

6月
ミャンマーよりの研修生着任（研修生第 1 号）
6月
8月

IMF が 4 条協議の前後に星に立ち寄るようになる
☆第一回目幹部リトリート開催（議題：危機レポートの雛形、国別レポートの改善点） 8 月 ラマダン明け
のインドネシア市
場下落
10 月
☆IMF・世銀総会に AMRO カンパニー（民間法人）が初めてオブザーバーとして参加
11 月
☆CMIM のテストラン開始、AMRO カンパニーとして準備作業を補助

11 月
ASEAN+3 代理会議（中国、上海）

（AMRO 国際機関設立協定の案文について事務的に合意、本部協定の案文についても 
事務的に合意）
12 月
タイの下院解散の意向表明、財務大臣が署名権限を得られなくなる（その後総選挙開催
できない状況続く）
2014 年（議長国： ミャンマーと日本）
2月
AMRO カンパニー、ESM からヒアリング（本部協定、年金等の先行事例として調査、 
研究）
4月
ASEAN+3 代理会議、ASEAN 財務大臣会議（ミャンマー、ネピドー）
4月
ASEAN 財務大臣会議（ミャンマー、ネピドー）（AMRO、資本フローの説明を担当）
5月
ASEAN+3 財務大臣・中央銀行総裁会議（カザフスタン、アスタナ）（所長の任期 2 年
延長を決定）
5月
タイ陸軍による戒厳令、（君主制の部分を除く）憲法の停止
6月
7月
7月
9月
10 月
12 月

☆IMF の PCL/PLL 理事会（クライテリアの乖離発生)
☆タイの署名により、改訂 CMIM が発効
タイの暫定憲法公布
タイ国民立法議会で財務大臣に署名権限付与
AMRO 設立協定の署名式（米、ワシントン DC、世銀ビル）
ASEAN+3 代理会議（日本、東京）
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2
（国際機関化の時期を 2015 年第 4 四半期とおいて、開所式などの準備開始、
AMRO（国際機関）の年金について了承）

2015 年（議長国： マレーシアと韓国）
2月
シンガポールが協定を批准（第 1 号）
3月
ASEAN 代理会議（初めて出席）、ASEAN 財務大臣・中央銀行総裁会議（マレーシア、



4月
4月
5月

研究）
ASEAN+3 代理会議、ASEAN 財務大臣会議（ミャンマー、ネピドー）
ASEAN 財務大臣会議（ミャンマー、ネピドー）（AMRO、資本フローの説明を担当）
ASEAN+3 財務大臣・中央銀行総裁会議（カザフスタン、アスタナ）（所長の任期 2 年
延長を決定）
タイ陸軍による戒厳令、（君主制の部分を除く）憲法の停止

5月
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6月

☆IMF の PCL/PLL 理事会（クライテリアの乖離発生)

7月

☆タイの署名により、改訂 CMIM が発効

7月
9月

タイの暫定憲法公布
タイ国民立法議会で財務大臣に署名権限付与

10 月
12 月

AMRO 設立協定の署名式（米、ワシントン DC、世銀ビル）
ASEAN+3 代理会議（日本、東京）



（国際機関化の時期を 2015 年第 4 四半期とおいて、開所式などの準備開始、
AMRO（国際機関）の年金について了承）
2015 年（議長国： マレーシアと韓国）
2月
シンガポールが協定を批准（第 1 号）
3月
ASEAN 代理会議（初めて出席）、ASEAN 財務大臣・中央銀行総裁会議（マレーシア、
クアラルンプール）
4月
ASEAN+3 代理会議（韓国、ソウル）
4 月
マレーシアが批准（第 2 号）
5月
ASEAN+3 財務大臣・中央銀行総裁会議等（アゼルバイジャン、バクー）
6月

（☆中期戦略のアウトラインを説明、2 人目の次長の設置決まる）
日本批准書寄託（5 月 15 日国会承認）

10 月

中国批准書寄託（8 月 29 日全人代承認）

12 月
12 月
12 月

ASEAN+3 代理会議（マレーシア、クアラルンプール）
MAS 内 15 階のオフィス完成、11 階より順次引越し
韓国が批准（2 月 9 日が国際機関化の日程として確定）


6 月 中国株下落
8 月 人民元切り下
げ以降世界的に金
融市場混乱



2016 年（議長国： ラオスと中国）

2月
2月
4月

5月

国際機関としての AMRO 発足、本部協定も締結
国際機関としての AMRO 発足の開会式（シンガポール）
ASEAN 代理会議、ASEAN+3 代理会議、ASEAN 大臣・総裁会議（ラオス、ヴィエンチ
ャン）
☆CMIM に関する事務方の議論について AMRO（国際機関）より背景説明（CMIM 事
務方としての仕事第一号）
ASEAN+3 大臣・総裁会議（独、フランクフルト）

5月

常（チャン）軍紅氏所長就任

年初から中国株急
落


6 月 24 日 英国の
EU 離脱の国民投票

12 月

Former staff association 発足

12 月

ASEAN+3 代理会議（中国、貴陽）（レポート公開方針が承認される）

2017 年（議長国： フィリピン・日本）
3月
5月
5月

ASEAN+3 代理会議（フィリピン、セブ）
ASEAN+3 財務大臣・中央銀行総裁会議（日本、横浜）
AMRO 年報、AMRO 地域経済見通し、個別国レポートなどの公表始まる

7月
10 月
12 月

IMF 理事会（PCI 創設）
☆IMF と AMRO の MOU 締結
ASEAN+3 代理会議（日本、旭川）

（出所）AMROホームページ、IMFホームページ、歴史学研究会（2017）など。
IMF ホームページ，歴史学研究会（2017）など。
（出所）AMRO ホームページ，

3
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補論２．アジア通貨危機から世界金融危機に至るまでの
東アジアの地域金融協力
７０）
Ⅰ－１．アジア通貨危機（1997～98 年）

質 GDP 成 長 率 は，1998 年 に -13.1％，-5.5％，

東アジアの通貨金融面での地域協力は，1997

-7.7％を記録した。政府は，銀行システムの救

～98 年のアジア通貨危機への対応，再発防止

済を余儀なくされた結果，インドネシアとタイ

への取組みとして始動した。以下，本論で述べ

では公的債務の GDP 比が急増した（図１）。通

た世界金融危機以降の地域金融協力に繋がった

貨危機が，外貨流動性・経済・財政の複合的か

事項に焦点を当てる形で考察することとする。

つ全面的な危機に拡大したこととなる。

「東アジアの奇跡」とも称される顕著な経済
成長を遂げた東アジアの新興国は，1997～98

Ⅰ－２．アジア通貨危機の教訓

年に「アジア通貨危機」に陥った。1997 年７
月には，まずタイが，国際的な民間資本フロー

アジア通貨危機は，次のようないくつかの重
要な教訓を残したと言えよう。

の大規模な逆流に直面した。タイ当局は，それ

第一に，新興国の当局者は，国際的な民間資

までの事実上の固定為替相場制を放棄し，管理

本フローの規模や変動幅の拡大に対処するべ

された形での変動為替相場制の採用を発表し

く，経済政策や金融監督の枠組みの調整・強化

た７１）。その後，経済・金融面での混乱は，東ア

を図ることの重要性を認識した。

ジア中に伝播した。とりわけ，タイ，インドネ

第二に，アジア通貨危機の被害を受けた国の

シア，韓国は，強いショックを受けた。これら

みならず，日本など支援を供与した側の国の当

３ヵ国は，短期対外債務の残高が外貨準備を大

局者も，マクロ経済運営を担当する当局者間で

きく上回る状況下で，短期的な流動性困難に直

の地域協力を深めることの有益さを理解した。

面し７２），国際通貨基金（IMF）への支援を要請

第三に，アジアの当局者の間で，グローバル
なセーフティネットに加え，何らかの追加的な

した。
外国為替相場の大幅な切り下げ，物価や国内
金利水準の高騰や，緊縮財政が，通貨と期間の

セーフティネットを構築することに意義がある
との認識を共有した。

ダブルミスマッチを抱えていたこれらの国々の
金融システムを直撃した７３）。銀行部門の不良債

Ⅰ－２－１．変動する国際的な民間資本フロー
に対応した政策枠組み

権比率は，タイでは 46％まで，またインドネ
シア（推定）でも国営銀行が 55-60％，民間銀

アジア通貨危機は，国際的な民間資本フロー

行が 80％まで上昇した７４）。これら３ヵ国の実

の動きが，急速に変動しうるかを示すと共に，

７０）タイ・韓国・インドネシアの危機の背景や展開は，白井（2002）が簡潔にまとめている。
７１） タ イ の 中 央 銀 行（The Bank of Thailand） の プ レ ス リ リ ー ス は 以 下 参 照：https :// www . bot . or . th / Thai /
PressAndSpeeches/Press/News2540/n4540e.pdf。
７２）例えば，1996 年末時点では，インドネシアの外貨準備は 180 億米ドルと，民間部門の短期対外債務の総額
690 億ドルを大きく下回った。
７３）Harvie（1999）によると，当時のインドネシアの典型的な民間対外債務は，期間１～３ヵ月のコマーシャル
ペーパーであった。また，韓国の状況は Kim（2006）が詳しい。Feenstra・Hamilton・Lim（2001）によると，韓
国企業は当時 DE レシオが極めて高く，1997 年末時点の韓国製造業企業の平均は実に 396％に達していた。
７４）タイのケースは Flatters（1999），インドネシアのケースは Harvie（1999）を，それぞれ参照。
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図１

公的債務（GDP 比％）
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韓国

タイ
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（出所）EIU

東アジア諸国に対し，民間資金フローの動きを

Ⅰ－２－２．当局間でのコミュニケーション
チャンネル

よく観察し，経済政策の枠組みや金融監督を強
化することで耐性を高めることの重要性を示唆

当局間のコミュニケーションチャンネルに関

した。資本フローの突然かつ巨額の逆流を回避

しては，２点新たな動きがあった。第一には，

するためには，市場の信認を維持・強化するこ

日本と東アジア諸国の当局間者間の関係は，従

とが重要であるという点が，全体に共通する教

来は，経済協力を通じたものが中心であった。

訓と言える。当局者は，アジア通貨危機前に生

したがって，当局間の窓口は，日本側は対外援

じていた危険な政策動向として，①固定為替相

助や公的輸出信用の関係者が，東アジア諸国の

場制にコミットしていたこと（特に国内外の名

側は，対外借入や経済計画を担当する部局が中

目金利差が大きいとき）
，②相対的に外貨準備

心であり，中央銀行や財務省のマクロ経済政

が少ない一方で短期の民間対外債務が大きく増

策・運営を担当する部門間の直接的な関係は限

加していたこと③資産・負債面でのミスマッチ

定的であったと見られる７６）。第二は，中国が地

（期間・通貨・金利など）が積み上がり，為

域の地域金融協力の枠組みに参加するように

替・金利・投資家の信認の変動次第で金融シス

なったことである。

テムの安定性が損なわれやすくなっていたこ
と，④銀行監督体制が不十分で，経済・金融統

Ⅰ－２－３．IMF のプログラム内容への批判

計も未整備かつ透明性が低かったこと――など
を認識したと見られる 。
７５）

アジア通貨危機の際の IMF のアプローチは，
危機の後，厳しい評価を得た。特に，財政・金
融面での引締めを通じて国内需要をコントロー
ルしつつ広範な構造改革を推し進めることで，

７５）Kawai・Newfarmer・Schumukler（2005）も「東アジアにとっての九つの教訓」としてまとめている。
７６）アジア地域の中央銀行間では，1991 年より EMEAP（Executives’ Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks，東アジア・オセアニア中央銀行役員会議）が金融政策運営や中央銀行業務などについて自由に情報や意
見 を 交 換 す る 場 と し て 活 動 し て い た。 詳 細 は 日 本 銀 行 の ホ ー ム ペ ー ジ 参 照：https :// www . boj . or . jp /
announcements/education/oshiete/intl/g07.htm/。
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経常収支の不均衡を是正するという IMF の伝

していった。

統的なアプローチを，市場の信認を喪失し，外
貨流動性と金融システムの安定性に問題が生じ

Ⅰ－３－１．政策枠組みの強化

たことが問題の本質であった国々に適用したた

東アジアの政策当局は，変動する国際的な民

め，かえって状況が悪化したことが，批判され

間資本フローの影響を受けやすい環境により柔

た７７）。この結果，アジア通貨危機を経験した国

軟に順応すべく，管理変動相場制の採用など経

では，国民や政治家の間で，IMF に対する感情

済政策の枠組みの調整・強化に取り組んだ７８）。

的な反発が強まり，以来，危機を予防するため
のファシリティであっても，IMF に頼ることが

Ⅰ－３－２．初期の地域金融協力の取組み

政治的に難しくなった。

タイが変動為替相場制に移行した翌月となる
1997 年８月に，「Friends of Thailand」と呼ば

Ⅰ－３．アジア通貨危機を踏まえた当局の対応

れた国・機関から成るタイ支援会合が東京で開

アジア通貨危機や IMF プログラムの苦い経

催された７９）。同会合では，IMF や国際開発銀行

験を踏まえ，東アジアの政策当局は，こうした

（MDB），二国間機関といった，伝統的な公的

対外的なショックから自国経済または地域経済
を守るために何をすべきかの検討を進めた。そ

機関による支援パッケージの合意がなされた
（表１参照）。

うした検討は，アジア通貨危機を直接経験した

このような二国間レベルでの協調をよりシス

国々だけでなく，それらの国々に対して支援を

テマティックに行うべく，日本の三塚博大蔵大

行うのに苦労した国の当局によっても積極的に

臣（当時）は 1997 年９月 12 日，アジアの 10ヵ

進められた。これらの努力は，危機直後の様々

国・地域（オーストラリア，中国，香港特別行

な取り組みを経て，ASEAN+3（日中韓）とい

政区，日本，韓国，インドネシア，マレーシ

う枠組みにおける地域金融協力という形に収斂

ア，シンガポール，タイ，フィリピン）によ

表１

アジア通貨危機時の支援パッケージ

IMF

国際開発銀行

二国間

タイ

1997年8月

4.0

2.7

10.5

インドネシア

1997年11月

11.2

10.0

16.2

韓国

1997年12月

20.9

14.0

23.3

（単位：十億米ドル）
4.0: 日本
1.0: 豪州、中国、中国・香港、マレーシア、シンガポー
ル
0.5: ブルネイ、インドネシア、韓国
5.0: 日本、シンガポール
3.0: 米国
1.2: ブルネイ
1.0: 豪州、マレーシア
10.0: 日本
5.0: 米国
1.0: 豪州
注/
その他:

（注）ベルギー，カナダ，フランス，ドイツ，イタリア，オランダ，スウェーデン，スイス，イギリス
（出所）Nemoto（2003）

７７）IMF も こ の 点 は 早 い 時 期 か ら 認 め て い る。Boorman・Lane・Schulze- Ghattas・Bulir・Ghosh・Hamann・
Mourmouras・Phillips（2000）参照（特に pp.61-62 参照）。
７８）詳細は本論参照。
７９）1997 年のタイ支援国会合から 2000 年のチェンマイ・イニシアチブに至る日本大蔵省における検討の経緯に
ついては，財務省（2017）, pp.321-328 参照。
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る，アジア通貨基金（AMF）の設立を提案し

盤となったと考えることもできる。

８０）

た 。AMF の設立は実現しなかったものの，
この提案は，東アジアの政策当局者に対し，地

Ⅰ－３－３．ASEAN+3 における地域金融協力

域金融協力について，その利点や問題点も含

の始まり

め， 考 え る き っ か け を 提 供 し た こ と に な っ

1996 年３月にタイ・バンコクにて，第１回

８１）

アジア欧州会議（ASEM）首脳会議が開催さ

翌 1998 年 10 月３日には，日本の宮澤喜一大

れ，その際に東南アジア諸国連合（ASEAN）

蔵大臣（当時）が，新宮澤構想と称する，危機

に所属する全７ヵ国（当時）と日中韓の首脳に

に直面した東アジア諸国を支援するための二国

よるアジア側の打合せ会合も行われた。そして

間支援パッケージをアジア蔵相・中央銀行総裁

翌 1997 年 12 月には，マレーシア・クアラルン

た 。

会合において表明した

８２）８３）

。新宮澤構想は，①

プールで開催された ASEAN 首脳会議の場に，

中長期の資金支援と②短期の資金支援との２つ

日中韓の首脳が招かれ，第１回「ASEAN+3 首

の柱から構成された。前者が，国際開発銀行や

脳会議」が開催された。以来，ASEAN+3 首脳

日本輸出入銀行，ODA といった伝統的な金融

会議は毎年開催されている８４）。特に 1998 年 12

支援を活用したのに対し，後者は，外国為替当

月 に ベ ト ナ ム・ ハ ノ イ で 開 催 さ れ た 第 ２ 回
ASEAN+3 首脳会議では，「ASEAN+3 各国の
大蔵大臣・中央銀行総裁の代理達が集まり，地
域の金融やマクロ経済情勢について議論する」
との合意がなされた８５）。
第１回 ASEAN+3 大蔵大臣中央銀行総裁代理
会議（当時の略称は AFDM+3，現在では AF-

局間の短期の通貨スワップというその時点では
先見的な手法を導入した。この通貨スワップ
は，新宮澤構想の下での日韓・日マレーシアな
ど二国間ベースで開始したが，2000 年以後に
は，ASEAN+3 の枠組みにおいてチェンマイイ
ニシアチブ（CMI）の名の下に拡大していく基

８０）詳細は榊原（2000）参照。
８１）AMF 提案の２ヵ月後となる 1997 年 11 月には，オーストラリア，ブルネイダルサラーム，カナダ，中国，香
港特別行政区，インドネシア，日本，韓国，マレーシア，ニュージーランド，フィリピン，シンガポール，タイ
及び米国の財務大臣と中央銀行総裁のそれぞれの代理がマニラで会し，地域の通貨金融面での安定を回復させる
ための強調したアプローチを検討するための会合が開催された。同会合で合意された議論の要約によると，「代
理達は金融市場安定への見通しを強化するための域内協力のフレームワークが必要かつ望ましいことで合意した」
とある。この協力の枠組みは「マニラ・フレームワーク」として知られるものであり，① IMF のグローバル・
サーベイランスを補完するための域内サーベイランスのためのメカニズム②特に国内金融システム及び規制に関
する対応能力の強化における更なる経済・技術協力③金融危機への対応のための IMF の対応能力の強化のための
方策④ IMF 資金を補完するアジア通貨安定のための協調支援アレンジメント―の４項目のイニシアチブにより構
成されていた。これは，アジア通貨危機の直後に始まった，東アジアにおける地域金融協力の第一歩であると言
えよう。なお，マニラ・フレームワーク自体は，ASEAN+3 が地域金融協力の主要なフォーラムとなったことに
伴い，2004 年にその活動を終えた。
８２）新宮澤構想は，1998 年 10 月３日に米国ワシントン DC にて開催されたインドネシア，日本，韓国，マレーシ
ア，フィリピン，シンガポール及びタイの蔵相・中央銀行総裁の会合で，表明がなされた。同会合の声明は以下
参 照：http :// www . mof . go . jp / international _ policy / financial _ cooperation _ in _ asia / asian _ currency _ crisis / new _
miyazawa_initiative/1e042.htm。
８３）新宮澤構想の詳細は以下参照：https://www.mof.go.jp/international_policy/financial_cooperation_in_asia/
asian_currency_crisis/new_miyazawa_initiative/index.html。
８４）ASEAN と日中韓の枠組みが東アジアにおける通貨金融協力の枠組みになった経緯に関しては，宮城（2015）
参照（特に pp.237-240）。
８５）ASEAN+3 首脳の合意は，1999 年３月 18 日にベトナム・ハノイで開催された第１回 ASEAN+3 大蔵大臣中央
銀行総裁代理会議における共同声明（第１パラグラフ）に言及されている。原典は以下参照：http://www.amroasia.org/the-joint-statement-of-the-1st-asean3-finance-ministers-meeting-march-18-1999-afdm-3-ha-noi-vietnam/。
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CDM+3 と呼ばれている）は，1999 年３月にベ
トナム・ハノイで開催された。そして，各国の
財務大臣がアジア開発銀行（ADB）の年次総
会で集まる機会を捉え，1999 年５月にはフィ
リピン・マニラにて第１回 ASEAN+3 大蔵大臣
会議（当時の略称は AFMM+ ３）が開催され
た８６）。 以 来，AFMM+ ３（2012 年 ５ 月 に 中 央
銀行総裁が参加してからは AFMGM+ ３に改
称）は，ADB の年次総会に合わせて概ね８７） 定
期的に開催されている。
ASEAN+3 の枠組みでの地域金融協力の初期
の努力は，2000 年５月にタイ・チェンマイで
開催された ASEAN+3 大蔵大臣会議にて，具体
的な協力策として結実した８８）８９）。同会議の共同
声明では，
①資本フローに関するデータ・情報交換を進め
るために ASEAN+3 の枠組みを用いること，
② ASEAN+3 間の経済レビューと政策対話の効
果を強化するために，東アジアにおける地域
サーベイランスを進展させるための関係者の
ネットワークを構築すること，
③既存の国際的なファシリティを補完する地域
の金融取極めを創設する必要性を認識するこ
と９０），
④リサーチ・トレーニング機関のネットワーク
を創設すること，
についての合意が表明された。なかでも，③の

「地域の金融取極め」として，「チェンマイ・イ
ニシアチブ（CMI）
」が合意された。CMI は，
（a）ASEAN 諸国間の ASEAN スワップ取極め
の拡大と，
（b）ASEAN 諸国と日中韓との間の
二国間通貨スワップ取極めのネットワーク，の
２つの柱から構成された９１）。
Ⅰ － ３ － ４．2000 年 チ ェ ン マ イ 合 意 以 降 の
ASEAN+3 金融協力の展開
2000 年５月のチェンマイでの合意を経て，
ASEAN+3 各国の財務省・中央銀行の当局者の
間で，様々な努力が続けられた。
第一に，「経済レビュー・政策対話（ERPD）
」
と呼ばれる域内サーベイランスの取組みが定期
的に行われるようになった。これは ASEAN+3
メンバー諸国が，事前に合意された雛形に基づ
き経済レポートを自ら作成し，それをベースに
相互のサーベイランスを行うものであった。
第二に，CMI と呼ばれる地域の金融取極め
については，2004 年５月までの間に，中国，
インドネシア，日本，韓国，マレーシア，フィ
リピン，シンガポール，タイの８ヵ国の間で，
計 16 本 365 億ドルの二国間通貨スワップ取極め
（BSA）が締結された９２）。加えて，ASEAN ス
ワップ取極めも，2000 年 11 月 17 日に，締結国
が全 ASEAN 加盟国に拡大され，規模も 10 億米
ドルまで拡大された。

８６）ASEAN+3 の枠組みでの地域金融力の進展は，第１回 ASEAN+3 首脳会議にも報告がなされた。詳細は，同
会議の「東アジア協力に関する共同声明」参照：http://asean.org/?static_post ＝ joint-statement-on-east-asiacooperation-28-november-1999。
８７）ADB の年次総会時以外には，2000 年 11 月にプラハにて，また，2009 年２月にプーケットにて，開催された
例がある。
８８）ASEAN+3 財務大臣会議（2012 年以降は ASEAN+3 財務大臣中央銀行総裁会議）の共同声明の出所は本論の
脚注 2 参照。
８９）この第２回の ASEAN 財務大臣会議以降，第３回を除き，会合の成果を共同声明などの形で対外公表してい
きている。
９０）Henning（2002）はチェンマイ・イニシアチブについて最初に論じた著作であるが，チェンマイ・イニシア
チブが IMF への代替的制度を提唱するのではなく，国際的な枠組みを補完している点に着目している（pp.2-3 参
照）。
９１）黒田（2005）は，サーベイランスと金融のセーフティネットが車の両輪として合意されたことが，チェンマ
イ・イニシアチブがアジアにおける金融協力のシンボルになることに繋がったとの見方を示している（pp.182-184
参照）。
９２）合計額は，2004 年５月の ASEAN+3 財務大臣会議の共同声明で発表された。
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これら当初の目的が達成されたことを踏ま

さらに高めるために，代理達に，CMI のマル

え，ASEAN+3 諸国の財務大臣は 2005 年５月

チ化に向けた可能な選択肢を検討するように指

に，地域金融協力をさらに深化させることに合

示」している９８）。続く 2006 年５月には，
「CMI

意した９３）。具体的には，①域内経済サーベイラ

のマルチ化に向けた検討を進めるための新たな

ンスの CMI の枠組みへの統合と強化，②スワッ

タスクフォースの設置を代理達に指示」してい

プ発動プロセスの明確化と集団的意思決定メカ

る９９）。

９４）

ニズムの確立，③規模の大幅な拡大 ，④ス

しかしながら，その指示は直ぐには実現に繋

ワップ引出しメカニズムの改善（IMF プログラ

がらなかった。世界的な経済金融情勢は「グ

ムなしに発動可能なスワップ額の上限を現在の

レート・モデレーション」と呼ばれる金融安定

９５）

10％から 20％に引上げ）
，に合意した 。

期にあたり，ASEAN+3 当局が CMI のマルチ

ASEAN+3 における地域金融協力の一つであ
る ASEAN+3 リサーチグループでは，2004～05
年にかけて，「中期的な CMI の機能強化の方策
を探る」と題された CMI の将来的な方向性を
検討する調査が実施された９６）。同調査では，
CMI をマルチの機関として発展させ，最終的
には「アジア通貨機構（Asian Monetary Organization）」という地域の機関を設立することが
提言されている９７）。
こ の よ う な 合 意 や 調 査 を 経 て，2005 年 に
ASEAN+3 諸国の財務大臣は，「CMI の効果を

化の実現や独立サーベイランス機関の設立に伴
う技術的に困難な事項（マルチ化の下での各国
の負担割合やサーベイランス機関の所在地な
ど）を決定するには緊迫感を欠いていた，と見
ることもできる。CMI のマルチ化（CMIM）と
独立したサーベイランス機関設立の結論は，世
界 金 融 危 機（ リ ー マ ン 危 機 ） の ５ ヵ 月 後 の
2009 年２月の特別 ASEAN+3 財務大臣会議で
表明されたが，こうした 2005 年以来の当局間
における地道な検討の積み重ねがその基礎と
なっていると考えることもできよう１００）。

９３）本論の脚注 19 の Kenen・Meade（2008）の 2005 年大臣声明の解釈を参照。
９４）BSA の総額は，2006 年５月までに，750 億米ドルまで拡大した。
９５）詳細は 2005 年５月の ASEAN+3 財務大臣会議の共同声明参照。
９６）本調査は以下で入手可能：http://www.amro-asia.org/publications/asean-3-research-group/。
９７）地域金融協力を着実に進展させるために欧州の例にならい恒久的機関を設立する必要性については，Wyplosz（2002）や Nemoto（2003）などが提唱していた一方，黒田（2003）は，独立の第三者を招いての専門的分析
の必要性は主張しつつ，既存の国際機関などの活用を示唆していた（pp.183-185 参照）。
９８）2005 年５月の ASEAN+3 財務大臣会議の共同声明参照。
９９）2006 年５月の ASEAN+3 財務大臣会議の共同声明参照。
１００）2009 年２月の「アジア地域における経済・金融の安定回復のための行動計画」参照。出所は本論の脚注 9
参照。
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