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要　　約
　2000 年以降，原油価格は上昇と下落を繰り返し，産油国のみならず世界経済に大きな
影響を与えた。本研究では，新興国の国際資本フローに着目し，原油価格の騰落が原油純
輸出国や純輸入国の国際資本フローにどのように影響しているのかを分析し，国際資本フ
ローに影響を与える国内外の要因を明らかにする。
　原油価格の上昇は原油純輸出国の輸出額を押上げ，対外収支の改善につながる一方，純
輸入国にとって輸入額の増加によって対外収支の悪化要因となる。原油純輸出額が大きく
なるほど，原油価格上昇時には経常収支黒字国の資本流出額が増加し，純輸入国では経常
収支が悪化するため資本流入額が増加することが想定される。ところが，原油純輸出国，
純輸入国ごとに原油価格の上昇・下落局面での対外債務残高の変化をみると，純輸出国と
純輸入国のいずれも価格上昇期に対外債務は増加，下落期に減少する傾向が見られる。原
油価格上昇局面では純輸入国は対外収支が悪化することになり，海外からの資本流入額が
拡大しやすい。他方，原油純輸出国においては，黒字額が拡大するため資本流出額も増加
すると考えられるが，一時的にせよ価格上昇による原油売却益は財政収入となり財政支出
圧力が高まりやすくなるため，景気拡大とそれに伴う金利上昇によって資本流入が増加す
ることが原因と考えらえる。
　原油価格の上昇・下落局面は世界の景気と相関しており，米国金利とも相関している。
そこで国際資本フローの要因を識別するために，対外債務残高の変化と経常収支を被説明
変数とするパネル分析を行った。その結果，原油価格の他，米国の経済成長率，財政収支
が有意な変数であり，米国金利は有意ではなかった。原油純輸出国と純輸入国を分けて推
計したところ，純輸出国は純輸入国よりも有意な変数が多く，上記の 3 つの変数の他にも
インフレ率や自国の経済成長率が国際資本フローと相関していることが確認された。米国
の金融正常化が一部の新興国の資本流出のきっかけになったことはあったとしても，米国
金利よりも原油価格や米国の経済成長率が国際資本フローに大きな影響力を及ぼしている。
　世界景気や原油価格のような外生的な変数だけでなく，自国のファンダメンタルズの良
し悪しが国際資本フローを大きく左右することにも留意すべきである。ファンダメンタル
ズを表すマクロ 3 変数を使って脆弱性指数を構築し，それと為替減価率との関係を検証し
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たところ，ファンダメンタルズが脆弱な国ほど為替が大幅に減価していることが確認され
た。資本逃避を回避するには自国経済の健全性の維持に努めることが有益であろう。

　�キーワード：�国際資本フロー，原油価格，新興国，ファンダメンタルズ
　JEL�Classification：F21，F32，G15

Ⅰ．はじめに

　米国の経済は近年，順調に回復しており，そ
れに伴って進められている金融政策の正常化，
とりわけ政策金利の引き上げが新興国からの資
本流出を招いているという議論が盛んである。
2018 年 4 月 24 日に米国の 10 年物国債利回り
は 2014 年 1 月以来の 3％台に乗せ，その節目
を抜けたことを引き金として投資家が国際的な
資産配分の見直しを行い，新興国市場に投資し
ていた資金の引き上げを加速させているという
見方である。アルゼンチン，トルコ，インドネ
シアなど一部の新興国通貨が売られ，アルゼン
チンでは通貨防衛のため政策金利が 27.25%か
ら 40％に引き上げられた。また，トルコやイ
ンドネシアでも政策金利の引き上げや市場金利
の急騰がみられる。
　しかし，このような議論に対してパウエル米
連邦制度理事会（FRB）議長は否定的な見解
を 示 し た。2018 年 5 月 8 日 に 国 際 通 貨 基 金
（IMF）とスイス中銀の共催で行われた会合
で，米ドルは基軸通貨であるがゆえ，FRB の
金融政策が他国の金融情勢に影響を与えている
ことは事実であるが，それによって新興国の対
外的な資本流出入が起こるという議論は米国の
金融政策の影響力を誇張していると語っている
（Powell，2018）。その講演でパウエル議長が
示したデータには，中国を除く新興国の国際的
な資本フロー（対 GDP 比）の変化は，米国の
FF 金利（政策金利）の変化や非伝統的金融政
策に伴う連銀のバランスシート（対 GDP 比）

の変化との間に有意な関係は見られない（図
1，図 2）。一方，国際一次産品価格の変化や新
興国と先進国の経済成長率格差は，新興国の国
際資本フローと高い連動性が見られる。
　国際一次産品の中でも原油価格は，産油国経
済のみならず世界経済に大きな影響を与えるこ
とがかねてから指摘されてきた。とくに，2000
年以降の原油価格の動向は上昇と下落を繰り返
し，そのボラティリティ（変動幅）が高まって
いる。1 バレル 40 ドルで推移していた原油価
格（WTI）は 2000 年台になって急上昇し，
2008 年 8 月には 140 ドルまで急騰した後，世
界金融危機の余波を受けて 40 ドル台にまで下
落した。その後，2011 年から 2014 年までは
100 ドル台で推移した後，再び急落して 2016
年初には 30 ドル台をつけている（図 3）。
　このような 2000 年代の原油価格の乱高下は，
国際資本フローにどのような影響を与えたの
か。本研究では新興諸国の資本フローに着目
し，原油価格の高騰や急落が原油純輸出国（産
油国）や原油純輸入国の資本フローにどのよう
に影響しているのかを分析する。
　以下ではまず，2000 年以降の原油価格の推
移とその変動要因を振り返り，その当時の世界
的な資本フローの動きを概観する。続いて，新
興国の国際資本フローを銀行与信と証券投資，
原油純輸出国と純輸入国などカテゴリー別に分
類して分析する。さらに，原油価格の変動が新
興国の国際資本フローに関連しているかを確認
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した上で，国際資本フローに影響を与えている
と考えられる要因（対外債務残高，財政収支，
経常収支，先進国との成長率格差など）との関
連性をクロスセクション分析やパネル分析（固
定効果）で検証する。最後に，ファンダメンタ

ルズの脆さを表す脆弱性指数を算出し，今年
（2018 年）に入ってから資本流出が相次いで
いる新興国と資本流出があまり見られない新興
国との違いはどこにあるのかを検討する。

図１　新興国への資本フローと国際一次産品価格

（注）　�新興国の対外民間資本流入（除く中国）は対 GDP 比率（4 四半期移動平均，左目盛）。国際一次産
品価格は指数の 4 四半期%変化率（右目盛）。

（出所）　�J.�Powell（2018）“Monetary�Policy�Influences�on�Global�Financial�Conditions�and�International�
Capital�Flows,”�https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20180508a.htm

（％） （％）

図２　新興国への資本フロー，FF 金利，成長率格差

（注）　�新興国の対外民間資本流入（除く中国）は対 GDP 比率（4 四半期移動平均）。新興国（除く中国）
と先進国の経済成長率格差は%成長率の差。

（出所）　�J.�Powell（2018）“Monetary�Policy�Influences�on�Global�Financial�Conditions�and�International�
Capital�Flows,”�https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20180508a.htm

（％）
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Ⅱ．原油価格と新興国を巡る国際資本フロー

　本論文では，原油価格の動きと新興国の国際
資本フローとの関係について分析する。分析対
象とする新興国は IMF（2015）の分類をベー
スに，利用可能なマクロデータが揃う 31 か国
とし，この 31 カ国を原油純輸出国，純輸入国
に分け，さらに地域別に分類した（表 1）。な
お，純輸出国としたのは，産油国でありながら
国内消費量のほうが多く，海外から輸入してい
る国もあるためである。たとえば南アフリカと
アルゼンチンは産油国であるが，原油を輸出も
輸入もしている。原油輸出額自体は南アフリカ
がアルゼンチンを上回っているが，南アフリカ
では国内の消費量が多いため長年にわたり輸入
超過である。また，インドネシアのように有数
の産油国であり輸出超過であったものの，近年
輸入超に転じた国もある。経常収支動向が国際
資本フロー変動要因となりうることからも，原
油純輸出国の枠組みでとらえたほうが適切であ
ると思われる。
　国際資本フローは大まかに証券投資（株式・

債券），直接投資およびその他投資（銀行貸付
等）に分類できる。ただ直接投資に関しては，
金利や成長率といった循環的な要素よりも企業
の長期的な経営戦略や投資規制などに影響を受
けるほか，新興国をカバーするデータが限られ
ているため対象からはずし，銀行貸付および証
券投資を中心に分析することとした。
　国 際 資 本 フ ロ ー に つ い て は BIS の
International�Locational�Banking�Statistics（国
際資金取引統計）および IMF の Coordinated�
Portfolio�Investment�Survey（国際証券投資調
査）の各年末のデータを用い，前期末からの増
減をその年次の資本フローの代替とした。また，
原油価格は WTI（ウェスト・テキサス・イン
ターミディエイト）価格を使用した。

Ⅱ－１．2000 年以降の原油価格と変動要因
　1980 年代半ば以降低迷していた原油価格は
2000 年代に入り大幅な上昇，下落を繰り返し
てきた（図 3）。原油価格は 2004 年半ばに 1 バ

図３　原油価格の推移

（出所）　Bloomberg より筆者作成

（米ドル/バレル）
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レル当たり 40 ドルを突破したのち上昇傾向を
辿り，2006 年には 70 ドル台に達し，2008 年 7
月には 145 ドルまで上昇した。その後グローバ
ル金融危機の発生を契機に年末にかけて 30 ド
ル台前半まで急落したが，2011 年 5 月には 113
ドル台まで持ち直した。しかし，2014 年半ば
までは比較的高水準で推移していたものの，
2016 年にかけて再度 30 ドル割れまで急落し
た。こうした原油価格の乱高下は，原油純輸出
国，純輸入国双方にとって対外収支や物価変動
を通じて経済活動を不安定にさせるリスクがあ
る。たとえば 1970 年代初頭から 1980 年代にか
けて生じた 2 つのオイルショック時には世界的
に物価高騰と景気後退をもたらし，その後数年
間にわたり世界経済は低迷することとなった。
また，1998 年夏のロシア危機の背景には原油
価格の下落による財政収支の悪化があった。
　一般に原油価格は需要と供給そして在庫水準
によって決定されると考えられる。グローバル
経済が活発化し原油消費量が供給量を上回れば
価格は上昇する一方，なんらかのショックに
よって供給量が減少しても価格は上昇する。ま
た，将来の需給見通しに対して在庫が適正水準
を下回れば価格は上昇しやすい。これに加えて
2000 年以降には，原油等の国際一次産品の金
融商品化が価格の変動要因として指摘されるよ
うになってきた（木村，川本，森下，東，
2011）。

　Hamilton（2009）によれば，2004-06 年の原
油価格の高騰は大幅な供給減が主因であったの
に対し，2007-08 年の高騰は原油生産量が伸び
悩む中で，それを上回るペースで需要が増加し
たことが背景にあった。供給面をみると，趨勢
的には，原油生産量は増加基調を辿ってきたも
のの（図 4），2005 年のメキシコ湾を襲ったハ
リケーンの影響，2006 年のナイジェリアにお
ける石油パイプラインの事故の影響で一時的に
産出量が減少する局面があった。他方，需要面
では新興国を中心とする世界経済の持続的な成
長持続を背景に石油消費量は増加してきた。特
に 2001 年末の WTO 加盟後，中国は「世界の
工場」として製造業を中心に発展してきており，
それに伴い，石油消費量も飛躍的に増加してい
る（図 5）。世界の石油消費量全体に占める中
国の割合は 90 年代の 5% 台から 2016 年には
13% 台に拡大しており，中国経済の原油価格
への影響度が高まっているといえる。
　従来であれば原油価格が大幅に変動した場
合，サウジアラビアが生産量を調整し，スウィ
ングプロデューサーとしての役割を担ってきた
のだが，2007-08 年の価格上昇局面では増産に
踏み切らなかったことも価格高騰の一因であっ
た（Hamilton，2009）。また，世界全体で産油
量は増加していたものの，米国，北海，メキシ
コ湾の油田からの産油量は減少傾向にあり，増
加する消費量を補うことができなかったのであ

表 1　新興国リスト

原油純輸出国 原油純輸入国
アフリカ・中東 中南米 アジア 欧州 アフリカ・中東 中南米 アジア 欧州

アルジェリア アルゼンチン アゼルバイジャン ロシア 南アフリカ チリ インド チェコ
アンゴラ ブラジル インドネシア ペルー タイ リトアニア
バーレーン コロンビア カザフスタン トリニダード・ドバゴ ポーランド
クウェート エクアドル マレーシア ウルグアイ
オマーン グアテマラ トルクメニスタン
カタール メキシコ
サウジアラビア ベネズエラ
アラブ首長国連邦

（出所）　筆者作成
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る（シェールオイルが米国の産油量の増加に寄
与し始めたのは 2009 年からであった）。その分
在庫を取り崩すことになることになり，在庫水
準は通常より大幅に下回り，価格の高騰に寄与
した（Hamilton，2009）。こうした在庫水準の
変化は 1990-2000 年代を通じて価格形成に大き
な影響を及ぼしているようだ。図 6 は米国の原
油在庫増減と原油価格の推移（4 期移動平均）
を示したものであるが，2007-08 年，2009-11 年
の原油価格上昇局面では大幅な在庫減，2014 年
以降の価格下落局面では大幅な在庫増が観察さ
れる。こうしたことからも原油価格の変動は基
本的に経済のファンダメンタルズをベースにし
た需給，そしてそれを調整する在庫増減によっ
て決定されていることが示唆される。なお，
2003 年から 2005 年にかけては大幅に在庫が増
加する中で原油価格が高騰している。図 4 で示
したように，この時期は需給ギャップ（生産量
－消費量）が大幅に拡大し始めた時期であり，
将来の価格上昇を見越した在庫需要の増加が一
段と価格を押し上げた可能性がある。
　2008 年半ばから 2009 年初めにかけての原油
価格の急落，2009-11 年にかけての高騰と 2014
年半ば以降の急落の要因も基本的には原油市場
に置ける需要および供給ショックにより説明で
きる（Hamilton,� 2009;� Kilian� and� Murphy,�
2014;� Fueki,� Higashi,� Higashio,� et� al.� 2016;�
Baumeister�and�Lutz,�2016）。2008 年半ば以降

の原油価格の急落はサブプライム問題の深刻化
ととりわけ 9 月半ばのリーマンショックによる
世 界 経 済 の 大 き な 落 ち 込 み が 影 響 し た
（Hamilton,�2009;�Kilian�and�Murphy,�2014）。
2009 年から 2011 年にかけての価格上昇局面で
は，新興国を中心とする世界経済の回復とそれ
に伴う原油需要の高まりが価格上昇の背景に
あった（木村他，2011）。2014 年半ばから 2015
年にかけての原油価格の急落には，2014 年前
半に見られたグローバル経済の先行き懸念やそ
れに伴う原油需要見直しの下方修正があったこ
と，その後予想以上に原油生産量が増加（リビ
アの生産回復やイラクの増産等）したことが背
景にあった（Baumeister� and� Kilian,� 2016）。
また，シェールオイルの生産が本格化したこと
で米国の原油生産が急回復したことも原油価格
の下落に貢献したとみられる。
　国際一次産品が伝統的な金融商品の代替とし
て投資対象となっていることも原油価格の変動
にとって重要なファクターであった。グローバ
ルに緩和的な金融環境（特に米国の金融緩和政
策）の下で利回りを追求する投資マネーが国際
証券市場や国際一次産品市場に流入した側面も
ある（木村，木全，� 稲村，2011;� 大山他，2016;�
Bastouree,� Carrera,� Ibarlucia,� et� al.,� 2013;�
Frankel,� 2006 など）。ただ，国際一次産品の金
融商品化が国際商品価格や原油価格の直接的な
決定要因となっているというよりは，投資家の

図４　石油市場の需給と需給ギャップ

（注）　�生産量と消費量の差は，在庫の変化と非石油製品の消
費によるもの

（出所）　EIA データから筆者作成

図５　石油消費量の推移

（出所）　EIA から筆者作成
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経済のファンダメンタルズに対する予想，在庫
水準に対する予想，さらには他の投資家の予想
に対する予想に基づく投資行動など間接的な要
因が実需に基づく価格決定要因と相俟って，価
格のボラティリティを高めているとの見方が多
い（Knittel�and�Pindyck,�2013;�Singleton,�2014;�
Davig,�Melek,�Nie�et�al.,�2015）。

Ⅱ－２．2000 年以降の国際資本フローの概観
　2000 年以降の国際資本フローは世界的な金
融緩和と BRICS など新興国経済の台頭を背景
に拡大基調を辿ってきた。国際銀行与信残高と
国際証券投資残高を合わせた国際債務残高は
2000 年末の約 23 兆ドルから 2007 年末の 68 兆
ドルへと約 3 倍に拡大した。米国サブプライム
危機を発端とする世界的大不況の影響により一
旦 57 兆ドルに減少したものの，再び増加し，
2016 年末には 76 兆ドルと 2007 年末のピークを
10 兆ドルほど上回っている。
　サブプライム危機後，国際債務残高の内訳も
大きく変化している。2005-07 年には金融機関
の積極的な行動を背景に，銀行与信，証券投資

（株式＋債券）ともに大幅増加した。いずれも
2008 年に大幅減となった後，証券投資は増加
基調に戻った一方，銀行与信は緩やかながらも
減少傾向が続いている（図 7，図 8）。特に欧州
系銀行（英国，フランス，ドイツ，イタリアの
4 か国）の国際与信残高は 2017 年初めに底入
れしたものの，2018 年 3 月末時点で 13.3 兆ド
ルと，ピークだった 2008 年 3 月末を 8 兆ドル
強下回っている。銀行規制強化や南欧諸国の債
務問題を背景に欧州系銀行を中心に銀行を介し
たクロスボーダー資金供給は鈍い。また，欧州
系銀行に代わり，米系・日系銀行の国際与信残
高は緩やかながらも増加傾向にあるが，世界全
体の銀行与信における欧州系銀行のシェアが最
も大きいことから，全体として国際与信の低迷
が続いている。
　他方，2016 年末の国際証券投資残高は対 2008
年末比 67.8% 増加し，うち新興国向け（分析対
象 31 カ国）は同 145.0% 増であった。また，主
な投資元である先進国（前出の欧州 4 カ国，米
国，日本）の投資残高は同 62.8% 増加しており，
国際資本は銀行セクターを介さない形で，リス

図６　原油在庫増減（米国）と原油価格

（注）　原油在庫量は戦略備蓄を含む在庫増減は前期末比 4 期移平均
（出所）　EIA のデータから筆者作成
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クマネーとして新興国へ流入してきたことを示
している。
　こうした国際資本フローの動きは新興国経済
の高成長を背景とするものであり，それに伴い
原油をはじめとする国際一次産品価格の需要増
が価格上昇につながったと解釈される。近年は
これに加えて国際一次産品が株式や債券などの
伝統的な金融商品に対するオルタナティブ商品
として投資対象とみなされ，世界的な余剰資金
の受け皿となり価格高騰の一因となっていると
いうことである（木村，川本，森下，東 2011）。
　原油価格の上昇は産出国にとっては，純輸出
の改善・増加によって所得が押し上げられ，当
該国の通貨を増価させる。また，原油売却益の
増加分を財政支出に活用できるほか，石油産業
部門の設備投資を促すなど景気押し上げ効果が
あると期待される。一方，輸入国においては，
交易条件の悪化によって，純輸出の減少，国内
物価の上昇を通じて実質成長率を押し下げる。
　このように原油価格の変動は，原油輸出国・
輸入国の対外収支や物価の変動を通じて実体経
済に影響し，そうした経済のファンダメンタル
ズの変化が国際資本フローに影響を与えると考
えられる。つまり，緩和的な金融環境が国際一
次産品価格上昇の一因であるとすると，国際資
本フローが国際一次産品市況に影響を及ぼす一
方，市況の変動が成長率や物価，経常収支など
の経済のファンダメンタルズの変化を通じ，今

度は国際資本フローに影響するフィードバック
関係があるということになる。また，国際一次
産品の輸出国にとっては，大量の国際資本の流
入や国際一次産品価格の過度の変動が，マクロ
経済活動の振れを拡大させたり，実質為替レー
トを上昇させ国際競争力を弱めたり，ひいては
財政バランスを脆弱にするリスクを生じさせる
場合もある（Rangasamy�and�Mihaijek�2011）。
　2000 年以降の原油価格と国際資本フローの
動きをみると，原油価格と国際債務残高のピー
クとの間に 1 年程度のずれはあるものの，2014
年ごろまでは原油価格とほぼ同じ経路を辿って
きた。しかし，2014 年以降，原油価格が急落
する中，国際債務残高は緩やかながらも増加し
ている（図 9）。具体的には，2005-07 年およ
び 2009-14 年の価格上昇局面で債務残高はそれ
ぞれ 28.2 兆ドル，17.4 兆ドルと大幅に増加す
る一方，価格下落局面では，2008 年に 10.5 兆
ドル減，2015-16 年には 1.6 兆ドルと小幅増と
なっている（図 10）。
　原油価格下落局面における異なった国際資本
フローの背景には，原油市場を巡るグローバル・
マクロ環境の違いがある。2008 年には米国発
のサブプライム危機をきっかけに金融資産，不
動産，原油などあらゆる資産価格が急落した。
また，金融資産価格の暴落はそれを保有してい
た金融機関のバランスシートを毀損し，世界的
な信用収縮をもたらした。

図７　国際債務残高の推移

（出所）　BIS および IMF のデータから筆者作成

図８　クロスボーダー銀行与信残高

（注）　�欧州系銀行はドイツ，イギリス，フランス，イタリ
アの 4 か国の合計

（出所）　�BIS データから筆者作成
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　他方 2015-16 年の世界経済は 2009-14 年より
減速したものの，新興国経済に牽引される形で
実質 3% 台の成長を維持していた。また，金融
市場では極めて緩和的な金融緩和な下で株式市
場は堅調に推移していた。この期間は主に供給
要因（予想を上回る原油生産量）による原油価

格の下落が，原油輸入国の交易条件の改善を通
じて景気を下支えた上，原油純輸出国において
も世界経済の底堅さと良好な金融環境の恩恵を
受けた。そのため国際資本フローはペースこそ
鈍化したものの，全体として増加傾向が続いた
とみられる。

Ⅲ．新興国における国際資本フローの動向

　本章では，新興国の国際資本フロー動向をカ
テゴリー別に概観する。

Ⅲ－１．新興国向け銀行与信と証券投資
　新興国 31 か国合計の 2016 年末の国際債務残
高（銀 行 与 信 + 証 券 投 資） は 3.8 兆 ド ル と
2001 年末対比 4.3 倍へと全世界ベースの 3.3 倍
を上回るペースで拡大している（図 11，図
12）。内訳をみると，銀行与信が 2.6 倍に増加
したのに対し，証券投資は 7.1 倍と大幅に増加，
国際債務残高に占める証券投資の割合は，2000
年代初めの 40% 弱から 2016 年には 64% に拡
大している。銀行がバランスシートの拡大に慎
重な中，新興国では資本市場の急速な発達によ
り，資金調達方法も銀行与信から証券発行へと
シフトしつつあることを示している。国際債務

残高のかなりの部分を先進国が占めているもの
の，近年の増加は新興国の資金調達意欲の高ま
りを反映しているといえよう。

Ⅲ－２．原油純輸出国 vs 純輸入国
　原油価格の上昇は原油輸出国にとっては，輸
出額の増加が対外収支の改善につながる一方，
輸入国にとっては輸入額の増加によって対外収
支の悪化要因となる。経常収支黒字国では黒字
額が拡大するとともに資本流出額が増加し，経
常収支赤字国では赤字額が拡大し海外からの資
本流入額が増加しやすいと想定される。実際，
分析対象国を原油純輸出国グループと純輸入国
グループに分け，それぞれの国際債務残高の変
化 を 対 GDP 比 で み る と， 原 油 価 格 上 昇 期
（2005-07 年および 2009-14 年）には原油純輸

図９　国際債務残高の推移

（出所）　BIS および IMF データより筆者作成

図 10　国際資本フローの変化（全世界）

（注）　国際資本フローは，国際債務残高の変化
（出所）　BIS および IMF データより筆者作成

-�43�-

〈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 31 年第２号（通巻第 137 号）2019 年３月〉



入国のほうが純輸出国よりも対外債務が増加し
やすく，下落期（2008 年）には大幅に減少し
ている。また，2015-16 年の原油価格下落局面
では，対外債務は全体として微増となる中で，
純輸入国ではほとんど増えていないのである。
　なお，原油価格上昇局面に純輸出国でも対外
債務が拡大しているのは，原油売却益が財政収
入となり財政支出圧力が高まりやすくなるた
め，景気拡大とそれに伴う金利上昇によって海
外からの資本流入圧力が高まることが背景にあ
る。ただ，原油純輸入国の方が原油価格変動に
対する感応度が高いため，資本フローの変動も
大きいものと思われる。
　次にアフリカ・中東，中南米，アジア，欧州
の 4 地域に分類し，それぞれの地域ごとに対外
債務フローついてどのような特徴があるか検証
した（図 13）。
　いずれの地域も 2005-07 年および 2009-14 年
については大幅な資本流入，2008 年は大幅減，
2015-16 年については増減ともに小幅な変動パ
ターンである。また原油純輸出入国別にみると，
アフリカ・中東および中南米においては 2009-
14 年までの期間をみるといずれも原油純輸入
国の対外債務の変動が大きい。アジアでは
2005-07 年は原油純輸出国の資本流入規模が純
輸入国を若干上回ったが，それ以降は純輸入国
の方の変動が大きい。欧州に関しては主要な原
油純輸出国はロシア一国であり，2009 年以降対
外債務高はほとんど変化していない。原油純輸
入国は他の地域とほぼ同じ動きであるが，2015-

16 年は比較的大きな資本流入となっている。
　2005-16 年の累積対外債務フローをみると，
分析対象国の数，経済規模が最も大きい中南米
が 8618 億ドル，次いでアジアの 7323 億ドル，
アフリカ・中東の 6191 億ドルとなっている。
これに対して新興欧州は，2417 億ドルにとど
まっている。リーマンショック後の 2008 年末
を 100 として地域別国際債務残高の推移をみる
と，リーマンショック前までは欧州の対外債務
は他の地域を上回るペースで増加していたのだ
が，唯一の原油純輸出国であるロシアからの資
金流出が影響し，その後は大幅に鈍化している。
また，2009 年以降は中南米およびアジアの対
外債務が急回復しており，特に近年は相対的な
経済成長率の高さを反映し，アジア向けの資金
流入が堅調である。
　特徴的なのは地域によって資金調達方法に偏
りがあるということである。図 15 は地域別に
国際債務残高に占める証券投資比率を示したも
のであるが，アジアが 81%と資本市場からの
資金調達の割合が最も高い。足下は若干低下し
ているものの，2001 年末の 45%から大幅に上
昇している。アジアでは資本市場からの資金調
達へシフトさせることによって，多額の資金調
達を可能にし，高い経済成長を支えているのか
もしれない。これに対してアフリカ・中東向け
は銀行与信が 70%程度を占めている。2000 年
代を通じて中東産油国や南アフリカなどでも資
本市場は発展しており，証券投資額も増加傾向
にあるといえるが，他の地域と比べるとまだか

図 11　国際資本フロー（新興国）

（注）　国際資本フローは，国際債務残高の変化
（出所）　BIS および IMF データから筆者作成

図 12　国際債務残高と証券投資比率の推移

（出所）　BIS および IMF データから筆者作成
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なり低い。

Ⅲ－３．原油輸出入額と国際資本フロー
　原油価格変動の直接的な影響は明らかに原油
純輸出国と純輸入国とではマネーフローに異
なった結果をもたらすと考えられるのだが，上
述したように，輸出入国グループ，地域別といっ
た大雑把な分類では，原油輸出入額と資本フロー

の規模との間に明確な違いはみられない。そこ
で個々の国について，原油価格上昇・下落局面
ごとに原油輸出入額と資本フローの関係を概観
するとともに，4 つ指標を加え資本フローがどの
ような要因に影響を受けているか検証した。
　まず，2005 年から 2016 年までの全期間を通
じて，原油純輸出額と国際債務フロー（国際債
務残高の変化）の関係をみる（図 16）。原油純

図 14　地域別国際債務残高

（出所）　BIS および IMF データから筆者作成

図 15　国際債務残高に占める証券投資の割合

（出所）　BIS および IMF データから筆者作成

図 13　地域別国際資本フロー（対 GDP 比率）

（注）　国際資本フローは国際債務残高の変化
（出所）　BIS および IMF データから筆者作成
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輸出額は 2005 年から 2016 年までの累計，債務
フローはこの間の国際債務残高増減の合計であ
る。
　2005 年以降の原油純輸出額と国際債務の動
きをみると，原油純輸出額に比べて債務フロー
の大きさはかなり小さい。さらに両者の方向が
一致していない国が多い。具体的には，原油純
輸出国上位 10 か国のうち資本流入額が大きい
上位 10 か国に入っているのは，サウジアラビ
ア，ロシア，アラブ首長国連邦，クウェート，
メキシコの 5 か国のみである。また，純輸出額
上位に入っているベネズエラやアルジェリアの
資本流入額は少額にとどまり，逆に最大の原油
純輸入国であるインド，輸出入額がほぼ均衡し
ているブラジルが最大級の資本流入国となって
いる。たしかに原油純輸出額が大きい国への資
本流入額は比較的大きく，原油価格の上昇が純
輸出国の資本流入に寄与しているようにみえる
とはいえ，純輸入国へも巨額な資本が流入して
いる場合があり，原油価格以外の要因が資本フ
ローに影響を与えているのは明らかである。
　次に，2005 年から 2008 年までを第 1 循環期，
2009 年から 2016 年までを第 2 循環期とし，原

油価格上昇局面と下落局面について新興国の国
際資本フローについて検証する（図 17）。まず，
2007 年までの原油価格上昇面では，ロシア，
インド，ブラジルへの資本流入が極めて多く，
次いでサウジアラビア，メキシコ，アラブ首長
国連邦，南アフリカ，マレーシアの順となって
いる。2000 年代初頭にブラジル，ロシア，イ
ンド，中国，南アフリカの 5 か国が BRICS と
命名されるなど成長著しい新興国が注目され，
世界中の投資資金が集まるようになった時期と
重なる。その後世界的金融危機の下で，こうし
た投資資金は逆流し，2008 年から 2009 年にか
けて新興国からも大規模な資本流出が生じた。
2008 年の巨額な資本流出国は 2007 年までの巨
額な資本流入国とほぼ一致しており，2008 年
の資本流出はそれまでの資本流入急増の反動で
あるともいえる。
　一方，2009 年以降の第 2 循環期については，
石油価格上昇局面で原油純輸出額と資本流入額
が比較的大きかったのはアラブ首長国連邦とサ
ウジアラビアのみであり，しかも上位 3 か国に
は，原油輸出依存度があまり高くないブラジル，
メキシコ，インドが入っている。また，原油価

図 16　原油純輸出額と国際債務フロー（2005〜16 年）

（注）　国際債務フローは，国際債務残高の変化
（出所）　UNTAD，BIS および IMF のデータから筆者作成
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格下落局面ではブラジルを除くと，価格上昇局
面で資本流入国上位になかったサウジアラビ
ア，ベネズエラ，マレーシアからの流出額が大
きくなっている。2015-2016 年においては第 1

循環期のような単純な反動減ではなく，個々の
国の事情が資本フローに影響を与えたと考えら
れる。

Ⅳ．国際資本フローの変動要因

Ⅳ－１．国際債務フローと経済のファンダメン
タルズ

　原油純輸出以外に新興国の資本フローに影響
を及ぼす要因として，国際債務残高（対 GDP
比率），財政収支（対 GDP 比率），経常収支（対
GDP 比率），先進国との成長率格差を用い，新
興国の国際債務フローと各指標との関係を検証
する（図 18）。全データを用いた計量的な国際
資本フローとマクロ変数との関連性については
Ⅳ－３で詳しく分析するため，ここでは期間別
に分析対象国の国際債務フローとこれらの指標
との間に関係があるかを検証した。
　はじめに，全期間（2005-16 年）について証

券投資残高（株式＋債券）の変化と各指標との
関係を散布図で示した。国際債務から銀行与信
を除いたのは，リーマンショック以降，欧州系
銀行を中心に銀行の対外与信活動が鈍化してい
ること，近年新興国においても資本市場の発展
により証券発行による資金調達が急速に拡大し
ており，債務全体に与える影響が大きくなって
きているためである。また，銀行与信と比べリ
スクが高い分，経済のファンダメンタルズの変
化やイベントショックに対して反応しやすい点
からも，原油価格の変動と国際資本フローとの
関連を分析する上で証券投資に注目することが
適切であると考える。

図 17　原油上昇・下落局面における対内資本フロー

（注）　対内資本フローは国際債務残高の変化
（出所）　BIS および IMF のデータを下に筆者作成
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　4 つの指標の中でも，国際債務残高対 GDP
比率と対外債務（証券投資）フローの相関が高
い。また，新興国の中でも中長期的な成長が期
待できる国・地域，あるいは対外的に市場が開
放され，金融市場が発達している国・地域は相
対的に海外から資金を集めやすい。たとえば，
90 年代のアジアでは，金融自由化や規制緩和
を背景に巨額の資金を海外から調達し経済発展
を遂げてきた。2000 年代半ば以降は世界的な
高成長，長期にわたる緩和的な金融環境の下で
対外債務は増加し，2005 年から 2016 年通年で
見る限り，対外債務残高が積み上がっている国
ほど資本流入額が大きい。ただ先進国と経済関
係が深い新興国では，主要先進国の景気循環と
輸出が密接にリンクしており，先進国の景気悪
化が輸出の減少を伴い新興国の実体経済に影響
を及ぼす。景気悪化によって資本流出に見舞わ
れる可能性があり，対外債務残高が大きいほど
そのリスクは高い。
　財政収支対 GDP 比率および経常収支対 GDP

比率といった経済のファンダメンタルズの健全
性を示す指標については，いずれも黒字比率の
低い，あるいは赤字国のほうが相対的に対外債
務は増加しやすいことを示している。経常収支
黒字国は国内でファイナンスすることが可能で
あるため，もともと海外からの資金を必要とし
ない。もっとも図 18 は原油価格の上昇局面，
下落局面双方を含んだ平均的な対外債務フロー
を示したものであり，実際は 2005-07 年，2009-
14 年の原油価格上昇局面では財政・経常収支
が黒字であっても大幅な資本流入となっている
国もある（補論表 3 を参照）。
　なお，経常収支赤字国では資本収支が黒字，
経常収支黒字国については資本収支は赤字とな
るが，本論文ではグロスの国際資本フローを分
析対象としており，対外債権債務は両建てで拡
大する場合もあれば，縮小する場合もある。
2008 年の世界的金融危機発生前後には，欧－
米といった先進国間の国際資産取引の急拡大
や，アジア新興国から米国の国債などの安全資

図 18　対外債務フローと経済指標との関係

（注）　対外債務フローおよび対外債務残高は証券投資（株式＋債券）ベース
（出所）　BIS および IMF のデータを下に筆者作成
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産に資本が流入する一方，米国からは新興国へ
の証券投資への流出があった。また，中東の原
油輸出国では原油売却益の一部は，ソブリン
ファンドを通じてリスク資産へ投資されてい
る，これらの国々では先進国に比べて国内金融
市場が未整備であるためロンドンなど海外の金
融センターを介して海外へ還流している。そう
した資金の一部は，中東諸国の様々なプロジェ
クトに投資資金として再流入している可能性が
ある。
　先進国－新興国間の資本フローにおいて，両
者の成長率格差は重要なファクターである。た
だ，2005 年から 2016 年までの期間においては，
対外債務残高対 GDP 比，財政収支対 GDP 比
率，経常収支対 GDP 比率ほど両者の関係は明
確ではない。

Ⅳ－２．原油価格上昇・下落局面における国際
資本フロー

　これまでみてきたように，原油価格上昇局面
では新興国の国際債務は増加し，下落局面では
減少あるいは増加ペースが大幅にスローダウン
する傾向はあるものの，地域別，原油純輸出入
国ごとに分類すると，それぞれのグループ内で
国際債務が増加している国，減少している国，
双方が存在している。また，国際債務フローと
4 つの経済指標との関係を示した図 18 の散布
図は 2005-16 年全体のデータであり原油価格上
昇・下落両局面を含んでいるため，それぞれの
局面でデータが相殺され，国際資本フローと経
済指標の関連性が過小評価されている可能性が
ある。そこでこの節では，各期間において個別
国の国際債務フロー（証券投資ベース）と各指
標との関係を検証した（補論　表 3）。
① 2005-2007 年
　世界的に好調な経済と長期にわたる緩和的な
金融環境に支えられ，新興国の国際債務残高は
広範囲にわたり大幅に増加した。そうした状況
下で原油価格の上昇は，原油純輸出国の対外収
支の改善，設備投資の増加，財政支出増等を通
じて成長率を高め，海外からの資本を呼び込み

やすいと期待されるのだが，この期間に最も対
外債務が増加したのはインド（証券投資フロー
対 GDP 比 30.7%）で，次いでマレーシア（同
23.3%）だった。インドは原油輸入国であり，
マレーシアの原油依存はとりわけ高いわけでは
ない。財政収支はいずれも赤字であり，海外の
投資家にとってそれほど魅力的ではないように
みえるが，比較的資本市場が整備されているこ
と（国際証券投資残高 / 国際債務残高比率
74.1% および 69.0%）などから高い収益率を求
める海外からの資本の受け皿となっていたとみ
られる。
　その他ブラジル，南アフリカ，ロシアといっ
た BRICS 諸国が上位 10 カ国の中に含まれてお
り，ロシアを除くと原油純輸入国である。これ
らの国々に共通しているのは，財政収支あるい
は経常収支が赤字であること，国際債務残高が
多いこと，そして証券投資の割合が比較的高い
ことである。アラブ首長国連邦，カタール，サ
ウジアラビア，クウェートといった中東産油国
の国際債務も増加しているが，アラブ首長国連
邦を除くと規模はそれほど大きくない。これら
の国々は財政収支，経常収支が黒字であり，銀
行からの借入比率が高いことが特徴である。
② 2008 年
　リーマンショック後の世界的な信用収縮，実
体経済の大きな落ち込みを反映し，原油価格は
急落，新興国向け国際債務フローも 2005-07 年
にかけて大幅増だった国を中心に反動減となっ
た。2005-07 年にそれほど増加していない国で
2008 年に比較的大幅に減少したのはアルゼン
チンであった。同国は 2000 年代初の金融危機
以降，債務再編を実施し国際金融界への復帰を
図ってきたが，2008 年のグローバル金融危機
直後に，政府が年金基金の国有化を発表したこ
とで，市場での信認を失ったことが影響してい
るとみられる。
　対外債務が微増，微減だったのは，クウェー
ト，カタール，サウジアラビアなどの中東産油
国およびアゼルバイジャン，トルクメニスタン
であった。こうした国々では，2005-07 年にそ
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れほど国際債務が増加していなかったことや，
財政収支（対 GDP 比）や経常収支（対 GDP
比）など経済のファンダメンタルズが健全で
あった。
③ 2009-2014 年
　2005-07 年にはインド，ブラジル，南アフリ
カといった BRICS 諸国への資本フローが上位
を占めていたのに対し，2009-14 年はチリ，メ
キシコなど中南米諸国向けの資本フローが増加
した。また，2005-07 年と比較して財政収支，
経常収支ともに赤字国の数が増加している（財
政収支赤字国は 2005-07 年の 11 カ国から 21 カ
国へ，経常収支赤字国は 9 カ国から 16 カ国）。
リーマンショック後の各国の積極的な財政支出
によって財政収支が赤字化するとともに，その
赤字を海外からファイナンスしていたことを示
すものである。分析対象国の財政収支対 GDP
比率は 3.8% から 0.4% へ，経常収支対 GDP 比
率は 6.3% から 4.4% へ低下しており，かろうじ
て黒字を維持しているのはサウジアラビア，ア
ラブ首長国連邦，カタールなど原油産出国が黒
字を維持しているためである。
④ 2015-16 年
　2014 年後半の原油価格の下落はリーマン
ショック後の下落に匹敵するものであったが，
国際債務フローに関しては対外債務が大幅減と
なった国がある一方，かなりの割合の国で対外
債務が増加している。また，対外債務が減少し
た国の上位には，ベネズエラ，マレーシア，
ポーランド，南アフリカなどがあるが，ベネズ
エラを除き 2008 年とは異なり減少幅は小さ
かった。たとえばマレーシアおよび南アフリカ
については，国際債務残高の減少は 2009-14 年
に増加した分の 4 分の 1 から 3 分の 1 程度にと
どまった。他方，エクアドル，チェコ，アルゼ
ンチンは対外債務が増加しており，その規模は
2009-14 年を上回っている。これらの国々の財
政収支，経常収支をみると必ずしも改善してい
るわけではない。ただ，対外債務残高に占める
証券投資比率が大幅に上昇しており，資本市場
の発展と投資家のリスク選好度の高まりや緩和

的な金融環境が国際資本フローを下支えてきた
ことを示唆している。また，アルゼンチンに関
しては，2016 年春に 2001 年の債務不履行以降
初めてドル建て債券を発行するなど，国際金融
市場に復帰し，国際的な信用を戻し始めたこと
も寄与したとみられる。

Ⅳ－３．国際資本フローのパネル分析
　本節では，今まで検討してきた変数のどれが
最も新興国の国際資本フローと関連しているか
を固定効果を使ったパネル分析で明らかにす
る。固定効果とは時間を通じて変わらないその
国独自の特性を考慮した推計方法であり，欠落
変数バイアスを追加的な変数を入れることなし
に避けることができる。
　表 2 には，新興国の年次データを用いて，対
外債務残高変化と経常収支を被説明変数にした
推計結果をそれぞれ示している。対外債務残高
変化はグロスの対外債務の変化をもって資本流
入の代理変数にしているのに対し，経常収支は
国際的な貿易活動や配当・利払いの収支尻であ
り，資本の面からみるとネットでの対外的な貸
借を表している。対外債務残高変化と経常収支
はそれぞれ対 GDP 比である。説明変数はイン
フレ率（CPI），実質経済成長率，米国の実質
成長率，米国金利（米国債 5 年物），原油価格
（WTI）である。
　表 2 の上段には新興国 31 カ国の全サンプル
を使った推計結果であり，中段には原油純輸出
国 20 カ国，下段には原油純輸入国 11 カ国のサ
ンプルを使った推計結果を示している。左列の
推計結果は被説明変数が対外債務残高変化，右
列は被説明変数が経常収支である。
　被説明変数が対外債務残高変化の推計結果に
よると，サンプルが異なっても一貫して統計的
に有意な変数は米国の経済成長率である。米国
の経済成長率が高くなると資本流入が促進され
新興国の対外債務残高は増える。また，原油純
輸入国に比べて，原油純輸出国では有意な変数
が多くなっている。インフレ率の低下，財政収
支の改善，経済成長率の向上は対外債務残高の
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表２　資本フローと原油価格，マクロ変数の関係（パネル分析/固定効果）

［全サンプル］

被説明変数 対外債務残高変化 被説明変数 経常収支
係数 標準誤差 係数 標準誤差

説明変数 インフレ率 －0.032� （0.037） 説明変数 インフレ率 －0.004� （0.015）
財政収支 0.156�＊ （0.097） 財政収支 0.780�＊＊＊ （0.056）
成長率 0.191� （0.122） 成長率 0.039� （0.071）
米国成長率 0.783�＊＊ （0.310） 米国成長率 －0.100� （0.185）
米国金利 －0.191� （0.475） 米国金利 0.348� （0.236）
原油価格 －0.031� （0.020） 原油価格 0.041�＊＊＊ （0.012）

サンプル国数×期間 31×15 サンプル国数×期間 31×17
調整済み決定係数 －0.014� 調整済み決定係数 0.675�

［原油純輸出国］

被説明変数 対外債務残高変化 被説明変数 経常収支
係数 標準誤差 係数 標準誤差

説明変数 インフレ率 －0.040�＊＊ （0.021） 説明変数 インフレ率 0.000� （0.016）
財政収支 0.132�＊＊ （0.056） 財政収支 0.775�＊＊＊ （0.066）
成長率 0.137�＊ （0.072） 成長率 0.072� （0.084）
米国成長率 0.502�＊＊ （0.207） 米国成長率 －0.067� （0.246）
米国金利 －0.164� （0.325） 米国金利 0.730�＊＊ （0.324）
原油価格 －0.024�＊ （0.013） 原油価格 0.067�＊＊＊ （0.017）

サンプル国数×期間 20×15 サンプル国数×期間 20×17
調整済み決定係数 0.080� 調整済み決定係数 0.675�

［原油純輸入国］

被説明変数 対外債務残高変化 被説明変数 経常収支
係数 標準誤差 係数 標準誤差

説明変数 インフレ率 0.684� （0.586） 説明変数 インフレ率 －0.171� （0.191）
財政収支 0.259� （0.437） 財政収支 0.713�＊＊＊ （0.123）
成長率 0.464� （0.468） 成長率 －0.210� （0.140）
米国成長率 1.402�＊ （0.849） 米国成長率 －0.064� （0.261）
米国金利 －0.757� （1.235） 米国金利 －0.134� （0.312）
原油価格 －0.069� （0.053） 原油価格 0.003� （0.017）

サンプル国数×期間 11×15 サンプル国数×期間 11×17
調整済み決定係数 －0.041� 調整済み決定係数 0.612�

（注）　�対外債務残高変化は前年から今年までの対外債務残高の変化を今年の名目 GDP で除して比率にしたもの。CPI は CPI イ
ンフレ率（％）。経常収支，財政収支は GDP 比率（％）。成長率，米国成長率は実質経済成長率（％）。原油価格は WTI
原油価格（ドル/バレル）。原油依存度は原油生産額の名目 GDP 比率（％）。＊，＊＊，＊＊＊は 10％，5%，1％で係数が統計的
に有意であることを示す。定数項は割愛している。

（出所）　筆者作成
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増加につながる。これらは理にかなった説得的
な結果である。一方，原油価格が高騰すると対
外債務残高が減少するというのは，原油純輸出
国では原油収入が増えると海外資本に頼らなく
てもよくなると解釈できる。下段の原油純輸入
国の推計結果では，原油価格が有意ではなく，
原油価格と対外債務残高の関係は原油純輸出国
にしか見られない。
　経常収支を被説明変数とした右列の推計結果
では，財政収支の改善と経常収支の改善が関連
していることが示されている。原油純輸出国で

は米国金利の上昇や原油価格の高騰が経常収支
の改善に関連しているが，原油純輸入国では米
金利や原油価格の影響が見られない。
　原油価格の高騰は原油純輸出国の貿易収支の
改善や生産の拡大といった直接的な影響だけで
なく，原油純輸入国の交易条件の悪化を通じた
景気の落ち込みによる間接的な影響が大きいと
想定していたが，この推計結果によると，原油
純輸出国の直接的な影響が有意であり，原油純
輸入国への間接的な影響はそれほど大きくない
といえそうである。

Ⅴ．脆弱性指数と国際資本フロー

　近年の米国の金融正常化に伴って，これまで
新興国に流入していた資金が巻き戻され，通貨
や資産が下落するという事態が顕著になってい
る。量的緩和縮小による市場の大混乱は「テー
パ―・タントラム」と呼ばれ，2013 年 5 月に
は当時のバーナンキ FRB 議長が緩和縮小の発
端となる資産買入れの減額，いわゆるテーパリ
ングを示唆した際にも起こった。その際に通貨
の下落率が大きかったのは，インドルピー，イ
ンドネシアルピア，ブラジルレアル，トルコリ
ラ，南アフリカランドなどであり，モルガンス
タンレーはこの 5 つの脆弱な通貨を「フラジャ
イル・ファイブ」と名付けた（高島（2018））。
　米国の緩和縮小が実際に始まり，米金利が上
昇してくると，2018 年 4 月末から 5 月始めに
かけてアルゼンチン，トルコ，インドネシアな
ど一部の新興国で通貨が大きく売られるという
事態が発生した。そのため，アルゼンチンでは
政策金利が大幅に引き上げられるなど通貨防衛
策がとられ，トルコ，インドネシアでも政策金
利の引き上げや市場金利の急上昇が見られた。
　ところが，新興国の中でも資本流出が問題に
なっている国とそうではない国があり，バラつ
きがあることが明らかになっている。市場の圧

力が及んでいるのはファンダメンタルズ（基礎
的条件）に何らかの問題を抱えた国であり，新
興国の通貨や資産が一様に売られている訳では
ない。
　武田（2018）はファンダメンタルズの強弱に
よって資本フローの度合いが異なるかを脆弱性
指数という指数を使って検証している。資本フ
ローの決定要因と考えられる経常収支赤字，財
政収支赤字，インフレ率のそれぞれの強弱に応
じて各国を順位付けし，その順位の平均値が脆
弱指数である。分析結果によると，脆弱性指数
と為替減価率の間には有意な関係が見られ，
ファンダメンタルズが脆弱な国ほど資本逃避が
盛んであることが示されている。
　本節では，武田（2018）とは異なるマクロ変
数によって構築された脆弱性指数を用いて，
2018 年に通貨が大幅に減価している国々のマ
クロ変数が脆弱かどうかを検証し，それらの国
ではファンダメンタルズがいつからどの程度脆
弱だったのかを明らかにする。武田（2018）の
脆弱性指数で使われた財政収支は経常収支の構
成要素なので，両者は正の相関を持ちやすい。
そこで，経常収支（対 GDP 比），外貨準備（対
GDP 比），インフレ率（CPI）を使って，脆弱
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性指数を算出した。経常収支と外貨準備は値が
低いほど，インフレ率は高いほど，順位が低く
なるように順位付けを行ったので，そのような
ファンダメンタルズが脆弱な国は脆弱性指数が
高くなっている。為替減価率は対米為替レート
の変化率をとっており，数値が高いほど為替の
減価が激しいことを表している。
　図 19 は 2017 年の脆弱性指数と 2017 年 12 月
末から 6 月末までの対米為替減価率の散布図を
描いたものである。武田（2018）と同様に，
2017 年にファンダメンタルズが脆弱な国ほど
自国通貨が減価している。この関係は統計的に
も有意であり，ファンダメンタルズが脆弱な国
に対する資本流出圧力が強いことを表している。
　とりわけ，アルゼンチンペソとトルコリラは
回帰線から大きく乖離して，為替減価率が高い。
2016 年頃からインフレの高騰に見舞われ，為
替の減価がグラフに収まり切れないほど激しい
ベネズエラボリバルと合わせて，これら 3 か国

を脆弱国と呼ぶことにする。一方，インドル
ピー，マレーシアリンギ，タイバーツは為替が
比較的安定している。この違いはどうして生じ
たのだろうか。そこで，脆弱 3 か国（アルゼン
チン，トルコ，ベネズエラ）と頑強 3 か国（イ
ンド，マレーシア，タイ）の経常収支（対
GDP 比），外貨準備（対 GDP 比），インフレ率
（CPI）の変遷を比較してみる。
　図 20 には，これら 3 つの変数のそれぞれに
ついて，脆弱 3 か国と頑強 3 か国の平均値を
2000 年から 2017 年まで描いている。2 つのグ
ループ間の大きな違いは，2008 年に発生した
世界金融危機以降に表れている。頑強 3 か国は
他のアジアの国と同様に，危機によって景気が
一時的に落ち込むものの，その後，経常収支の
改善，外貨準備の拡大が見られる。90 年代の
アジア金融危機以降にも見られたように，アジ
ア諸国では危機時の通貨安がその後の回復期で
は国際競争力を後押しすることになり，経常収

図 19　脆弱性指数と為替変化率

（注）　�脆弱性指数はインフレ率，外貨準備（対 GDP 比率），経常収支（対 GDP 比率）それぞれについてランキングした順位
を平均したもの（インフレ率は数値が上がるほど，外貨準備と経常収支は数値が下がるほど，脆弱性指数は上昇する）。
為替変化率は対ドル為替レートの変化率（数値が上がると減価する）。ベネズエラは為替減価率が高すぎてグラフに入
らないため，サンプルから除外した。

（出所）　筆者作成
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支の改善や外貨準備の拡大が促される。
　一方，脆弱 3 か国では，2010 年代の経常収
支の悪化，外貨準備の低下，インフレの高騰が
著しい。
　ベネズエラは原油の輸出が全体の 95% を占
め，政府の税収の半分が原油収入というほどに
原油依存の経済運営が長きに渡って継続してい
たため，2014 年夏以降の原油価格の下落は税
制や経済に大きな悪影響を与えた。ベネズエラ

が原油依存経済を脱却できないのは，石油ブー
ムが起こったときに政府が積極的な支出拡大を
進めるが，それが国内での生産的な産業を生み
出すことができずに輸入の拡大をもたらすから
である。そして，石油マネーが止まると再び消
費が低迷することになるという悪循環を断ち切
れずにいる。
　アルゼンチンは 2001 年のデフォルト後，危
機の原因のひとつとされた固定相場制を見直

（２）　外貨準備（対 GDP 比）

（３）　CPI（常用対数値）

（注）　�アルゼンチンの 2014，2015，2016 年のインフレ率は N/A なので，その 3 年間はトルコとベネズエラの 2 カ国の平均を
とっている。

（出所）　筆者作成

（１）　経常収支（対 GDP 比）
図 20　脆弱国（アルゼンチン，トルコ，ベネズエラ）と頑強国（インド，マレーシア，タイ）
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し，変動相場制に移行した。通貨ペソを切り下
げることで，国際競争力を回復しようという試
みは当初，奏功し経済は順調な回復を見せたが，
2010 年頃からフェルナンデス前政権のバラマ
キ体質や経済介入の影響が顕著となり，再び経
済が停滞し始めた。2010 年から 2015 年の間に
政府債務は 4.7 倍に拡大し，政府債務の GDP
比が 50％を超えるなど，一度は健全化した財
政も再び悪化した（加谷（2018））。
　一方，トルコは 2017 年の財政赤字の対 GDP
比は 1.6％に過ぎず，財政赤字が悪化している
訳ではない。また，2017 年の経済成長率は前
年比で 7.4％増と堅調であり，景気が減速して
いない。しかしながら，トルコ経済のアキレス

腱は外資依存度が高いことである。経常赤字の
対 GDP 比は 5.6％にも達しており，外貨準備も
過小である。不安定な政治状況も加わり，今年
（2018 年）に入ってから起こった「テーパ―・
タントラム」の引き金を引くことになった。
　このようにファンダメンタルズ悪化の原因は
国によって様々であるが，ファンダメンタルズ
に問題を抱えた国は，米国を始めとする先進国
の金利上昇や原油価格の乱高下によって，資本
流出や通貨投機のターゲットとなりやすい。負
の外生ショックを契機とした資本逃避を回避す
るには自国経済の健全性の維持に努めることが
有益であろう。

Ⅵ．結語

　先進国，特に米国の金融正常化，およびそれ
に伴う金利の上昇はそれまで資本流入を享受し
てきた新興国から資本が流出していく切っ掛け
になったことは否定しがたい。しかし，パウエ
ル FRB 議長が指摘したように，新興国の国際
資本フローに決定的に影響するのは米国金利よ
りも先進国の経済成長率（本論文では米国の経
済成長率）や国際一次産品価格変化率（本論文
では原油価格変化率）であり，それと整合的な
結果が本研究のパネル分析からも得られている
（Powell,�2018）。
　ただし，新興国経済は多様性に富んでおり，
推計では見出せない発見もいくつかあった。ま
ず，原油純輸出国と純輸入国で原油価格の変化
に対して国際資本フローの対照的な反応を想定
したが，2014 年までは原油純輸出国と純輸入国
のいずれも価格上昇期に資本流入は増加，下落
期に減少する傾向が見られた。原油価格上昇局
面では純輸入国は輸入額の拡大によって対外収
支が大幅に悪化することになり，海外からの資
本流入額が拡大しやすい。他方，原油純輸出国

においては，黒字額が拡大するため資本流出額
も増加するが，一時的にせよ価格上昇による原
油売却益は財政収入となり財政支出圧力が高ま
りやすくなるため，景気拡大とそれに伴う金利
上昇によって海外からの資本流入が増加するこ
とが原因と考えられる。
　一方，2015～2016 年の原油価格下落期には
資本流出がそれほど起こっていない。世界的金
融危機によって 2008 年から 2009 年にかけて新
興国からも大規模な資本流出が生じたが，資本
流出が多かった国は 2000 年代初頭からの経済
成長が著しい国，特に中国，ロシア，インド，
ブラジル，南アフリカの BRICS5 か国などの資
本流入国とほぼ一致しており，2008 年の資本
流出はそれまでの急増の反動減であった。一方，
2009 年以降の油価格上昇局面や，2015-2016 年
の原油下落局面では，原油の輸出入とはあまり
関係なく，個々の国の事情が資本フローの要因
になっている。
　新興国の個別の事情，とくにファンダメンタ
ルズの良し悪しは，昨今の一部の新興国で見ら
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れる資本流出にとって極めて重要な要因であ
る。すなわち，経常収支，外貨準備，インフレ
率などのマクロ変数で捉えられるファンダメン
タルズが脆弱な国では，自国通貨が大幅に減価
していることが確認される。分析で取り上げた
国々のファンダメンタルズが脆弱な原因は共通
ではなく，政治や制度のあり方を含めて，その
国の構造的な要因が影響を及ぼしている。この

ようにファンダメンタルズに問題を抱えた国
は，先進国の金利の上昇や原油価格の騰落に
よって，市場からの圧力にさらされやすい。資
本流出，自国通貨の下落を受けてからでは採り
うる政策は限られているので，事前にファンダ
メンタルズの改善に取り組むことが不可欠であ
ろう。
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補論

表３　新興国の国際債務残高の変化と経済指標との関係
2005-07 年

対内証券投資フロー
対 GDP 比（%）

原油依存度
（%）

対外債務残高
対 GDP 比率

（%）

財政収支
対 GDP 比率

（%）

経常収支
対 GDP 比率

（%）

先進国との
成長率格差

（% ポイント）

証券投資残高/
対外債務残高

比率（%）

India 30.7� －2.7� 24.9� －6.8� －1.0� 6.6� 74.1�
Malaysia 28.7� 3.5� 56.3� －2.9� 13.9� 2.8� 69.0�
Brazil 23.6� －0.3� 27.7� －3.2� 1.1� 1.6� 81.1�
Uruguay 19.2� －4.0� 83.7� －0.8� 0.0� 3.0� 29.5�
South�Africa 18.4� －2.9� 48.9� 0.2� －3.9� 2.6� 64.4�
Russia 17.0� 8.9� 30.6� 6.4� 8.3� 4.9� 43.7�
Poland 13.0� －2.2� 32.1� －3.6� －4.6� 2.7� 65.9�
UAE 12.4� 31.3� 43.5� 14.9� 11.2� 3.2� 14.9�
Thailand 11.3� －7.9� 32.1� 1.2� 1.1� 2.0� 53.9�
Lithuania 10.9� 2.5� 21.5� －0.9� －10.3� 5.9� 64.8�
Qatar 10.9� 29.3� 28.4� 11.9� 17.6� 14.4� 24.4�
Indonesia 9.8� 0.2� 13.7� －0.1� 1.6� 3.0� 75.9�
Czech�Republic 9.2� －2.1� 23.9� －2.0� －3.2� 3.5� 51.4�
Kazakhstan 7.4� 27.2� 14.3� 5.5� －2.9� 6.9� 45.5�
Mexico 7.4� －9.9� 23.7� －1.1� －0.7� 0.2� 70.8�
Chile 4.5� －3.0� 29.8� 5.5� 3.4� 2.8� 46.3�
Colombia 4.5� 2.6� 16.2� －0.8� －1.7� 3.3� 51.4�
Peru 4.5� －2.0� 25.1� 1.0� 1.6� 4.6� 46.2�
Argentina 4.4� 0.9� 26.2� 2.0� 2.3� 5.8� 55.8�
Trinidad�and�Tobago 3.9� －1.3� 42.2� 3.3� 24.9� 5.2� 24.7�
Oman 3.3� 39.9� 28.0� 11.3� 10.3� 1.3� 7.7�
Saudi�Arabia 2.3� 39.8� 30.3� 15.1� 24.1� 0.6� 5.8�
Kuwait 2.1� 34.4� 43.9� 33.7� 36.2� 5.0� 5.9�
Angola 1.3� 73.9� 17.2� 6.8� 16.2� 18.2� 3.2�
Venezuela 1.0� 1.1� 40.5� 0.5� 13.1� 6.8� 26.9�
Azerbaijan 1.0� 41.2� 11.9� 1.9� 4.1� 26.5� 2.3�
Guatemala 0.4� 0.8� 13.9� －1.6� －4.9� 2.2� 16.2�
Turkmenistan 0.0� 1.1� 19.6� 2.8� 9.2� 8.9� 0.0�
Algeria 0.0� 24.9� 7.8� 11.4� 20.2� 0.8� 2.3�
Ecuador －0.4� 14.1� 17.5� 2.0� 1.8� 2.2� 27.5�

（注）　原油依存度は原油純輸出額対 GDP 比率
　　　成長率格差は先進国との実質 GDP 成長率の差

（出所）　UNTAD,�BIS および IMF データから筆者作成
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資源価格，資本フロー，新興国経済



2008 年

対内証券投資フロー
対 GDP 比（%）

原油依存度
（%）

対外債務残高
対 GDP 比率

（%）

財政収支
対 GDP 比率

（%）

経常収支
対 GDP 比率

（%）

先進国との
成長率格差

（% ポイント）

証券投資残高/
対外債務残高

比率（%）

Kuwait 0.2� 39.9� 38.1� 28.8� 38.8� 2.3� 6.4�
Azerbaijan 0.1� 59.8� 3.1� 9.8� 30.4� 10.4� 16.2�
Turkmenistan 0.0� 0.6� 23.9� 7.0� 16.0� 14.6� 0.0�
Algeria 0.0� 24.4� 3.8� 8.1� 21.4� 2.2� 1.2�
Qatar －0.1� 29.1� 21.3� 10.2� 18.7� 17.5� 29.3�
Saudi�Arabia －0.2� 45.1� 36.7� 20.8� 24.0� 6.1� 5.1�
Guatemala －0.3� 0.9� 10.9� －1.5� －4.4� 3.1� 11.3�
Angola －0.3� 71.8� 22.1� 0.1� 13.0� 13.7� 1.2�
Czech�Republic －0.8� －2.6� 19.5� －1.3� －3.2� 2.5� 54.2�
Kazakhstan －0.9� 30.7� 13.9� 3.2� －1.7� 3.2� 29.3�
Colombia －0.9� 3.7� 11.2� －0.6� －2.8� 3.4� 49.8�
Oman －1.1� 40.0� 14.0� 14.4� 7.0� 8.1� 8.4�
Trinidad�and�Tobago －1.2� －2.6� 39.5� 3.8� 27.3� 3.2� 17.5�
UAE －1.3� 38.8� 31.3� 17.4� 7.5� 3.1� 22.2�
Peru －1.8� －2.3� 15.1� 3.0� －1.4� 9.0� 49.9�
Ecuador －2.0� 17.1� 11.5� 1.6� 3.3� 3.1� 12.7�
Venezuela －2.0� 0.6� 24.4� －3.1� 8.4� 5.1� 15.5�
Chile －2.7� －4.0� 22.8� 5.9� 0.2� 3.4� 42.2�
Indonesia －3.9� 0.6� 9.4� －0.4� 0.7� 7.3� 73.3�
Poland －4.2� －2.8� 17.1� －2.7� －6.5� 4.1� 75.4�
Uruguay －4.4� －5.4� 61.4� －0.8� 0.0� 7.0� 26.6�
Lithuania －4.9� 2.6� 11.7� －2.1� －14.5� 2.5� 64.3�
Mexico －6.0� －13.7� 18.4� －1.0� －1.2� 1.0� 55.0�
Argentina －6.4� 0.4� 11.5� 0.1� 1.8� 3.9� 31.9�
Thailand －7.4� －9.7� 18.2� 0.5� 3.1� 1.6� 54.5�
Russia －8.4� 8.5� 11.5� 5.1� 5.5� 5.1� 36.2�
Brazil －9.9� －0.2� 15.9� －2.1� －0.9� 4.9� 76.0�
India －13.2� －6.4� 19.8� －6.7� －1.8� 3.7� 81.7�
South�Africa －13.8� －5.1� 39.1� 0.4� －5.5� 3.0� 59.6�
Malaysia －18.0� 3.9� 30.1� －3.0� 15.7� 4.7� 72.8�

（注）　原油依存度は原油純輸出額対 GDP 比率
　　　成長率格差は先進国との実質 GDP 成長率の差

（出所）　UNTAD,�BIS および IMF データから筆者作成
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2009-14 年

対内証券投資フロー
対 GDP 比（%）

原油依存度
（%）

対外債務残高
対 GDP 比率

（%）

財政収支
対 GDP 比率

（%）

経常収支
対 GDP 比率

（%）

先進国との
成長率格差

（% ポイント）

証券投資残高/
対外債務残高

比率（%）

Malaysia 32.2� 3.4� 51.5� －4.1� 9.4� 3.6� 80.3�
South�Africa 30.0� －3.7� 53.5� －4.0� －4.0� 0.9� 78.3�
Thailand 21.2� －7.9� 29.7� －0.6� 2.3� 2.1� 74.6�
Chile 20.5� －2.3� 31.0� －0.1� －1.7� 2.6� 58.4�
Mexico 20.4� －14.4� 30.8� －3.6� －1.4� 0.9� 70.8�
Lithuania 16.0� 1.1� 30.0� －5.0� －2.2� －0.4� 74.5�
Uruguay 15.4� －2.6� 48.2� －2.0� －3.5� 3.8� 38.0�
Poland 14.4� －3.1� 29.7� －4.9� －4.1� 2.0� 84.8�
Indonesia 14.0� 0.2� 16.2� －1.4� －0.9� 4.6� 86.6�
India 13.4� －5.8� 21.3� －8.2� －2.9� 6.4� 90.0�
Qatar 12.6� 20.2� 30.0� 12.6� 23.9� 8.4� 33.8�
UAE 12.4� 30.5� 39.3� 5.2� 11.3� 1.8� 25.8�
Colombia 11.9� 6.1� 14.9� －1.6� －3.2� 3.3� 66.1�
Venezuela 11.6� 0.3� 31.7� －11.0� 3.3� －0.6� 36.8�
Brazil 10.5� 0.1� 25.7� －3.0� －2.9� 1.8� 84.4�
Peru 10.2� －1.5� 22.0� 0.9� －3.0� 4.0� 56.1�
Kazakhstan 5.0� 24.5� 15.6� 2.7� 1.6� 4.2� 44.2�
Czech�Republic 4.6� －2.4� 27.0� －3.1� －1.7� －0.9� 63.8�
Azerbaijan 4.4� 40.7� 5.0� 8.0� 23.3� 2.8� 24.1�
Argentina 3.3� 0.4� 10.3� －0.3� 0.5� 47.6�
Russia 2.6� 7.8� 15.3� －0.7� 3.7� 0.3� 57.2�
Oman 2.1� 36.7� 15.7� 5.7� 7.2� 3.4� 8.9�
Ecuador 1.6� 13.2� 10.7� －2.2� －0.2� 2.1� 10.2�
Angola 1.6� 55.3� 21.4� －0.3� 5.2� 3.4� 3.5�
Guatemala 1.5� 0.5� 11.5� －2.5� －2.1� 2.1� 18.3�
Saudi�Arabia 0.9� 35.8� 34.9� 7.8� 16.7� 3.1� 5.4�
Algeria 0.3� 14.8� 3.7� －1.2� 5.7� 2.0� 10.6�
Turkmenistan 0.0� 0.3� 22.6� 4.7� －4.0� 9.3� 0.1�
Kuwait －0.3� 40.8� 47.4� 28.0� 37.4� 0.7� 3.7�
Trinidad�and�Tobago －0.7� －8.3� 42.2� －1.3� 17.6� －0.9� 20.2�

（注）　原油依存度は原油純輸出額対 GDP 比率
　　　成長率格差は先進国との実質 GDP 成長率の差

（出所）　UNTAD,�BIS および IMF データから筆者作成
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2015-16 年

対内証券投資フロー
対 GDP 比（%）

原油依存度
（%）

対外債務残高
対 GDP 比率

（%）

財政収支
対 GDP 比率

（%）

経常収支
対 GDP 比率

（%）

先進国との
成長率格差

（% ポイント）

証券投資残高/
対外債務残高

比率（%）

Ecuador 7.4� 5.8� 13.8� －6.3� －0.4� 1.6� 41.0�
Czech�Republic 6.4� －1.3� 31.5� －0.6� 0.5� 2.0� 72.8�
Argentina 4.6� 0.1� 12.4� －5.5� －2.3� －1.5� 63.0�
Colombia 3.3� 3.7� 25.6� －2.7� －5.3� 0.6� 75.5�
Peru 2.6� －0.8� 29.4� －1.6� －4.0� 1.7� 49.6�
Indonesia 2.5� 0.0� 19.3� －2.4� －2.3� 3.0� 89.5�
Russia 2.1� 6.1� 18.1� －2.7� 3.3� －3.3� 54.6�
Azerbaijan 2.0� 24.9� 18.0� －1.1� 3.3� －3.2� 45.8�
Oman 1.6� 22.1� 23.7� －12.8� －9.7� 1.3� 15.0�
Lithuania 1.5� 1.1� 34.2� －0.2� －0.3� 0.2� 77.6�
Qatar 1.4� 9.4� 42.2� 5.3� 9.0� 0.9� 43.0�
Chile 1.4� －1.1� 40.2� －2.1� －1.8� －0.2� 67.0�
UAE 1.1� 16.8� 64.4� －1.3� 6.6� 1.4� 30.5�
Trinidad�and�Tobago 1.0� －9.7� 43.7� －8.7� 2.5� －4.2� 18.1�
Guatemala 0.6� 0.2� 10.0� －1.5� －0.3� 1.6� 21.4�
Angola 0.1� 29.0� 32.1� －4.9� －6.0� －0.9� 7.5�
Algeria 0.0� 7.2� 4.3� －11.9� －12.5� 1.5� 7.9�
Turkmenistan 0.0� 0.4� 20.5� －0.7� －13.9� 4.3� 0.1�
Thailand －0.3� －4.2� 32.9� 0.0� 7.8� 1.2� 72.0�
India －0.3� －3.0� 22.0� －6.9� －1.0� 5.6� 88.2�
Saudi�Arabia －0.5� 17.2� 35.4� －12.2� －0.9� 0.9� 5.5�
Mexico －0.5� －7.0� 42.1� －3.8� －2.2� 1.1� 73.4�
Kazakhstan －0.8� 14.5� 20.6� －3.1� －2.2� －0.8� 43.3�
Brazil －1.4� 0.3� 25.9� －8.2� －3.0� －5.5� 78.7�
Kuwait －1.6� 28.2� 91.3� 9.5� 10.8� －1.4� 2.2�
Uruguay －1.9� －1.4� 49.6� －3.6� －0.7� －1.1� 41.7�
South�Africa －2.8� －2.4� 65.2� －4.4� －4.3� －1.1� 78.5�
Poland －3.6� －1.8� 33.3� －2.9� －1.0� 1.4� 81.1�
Malaysia －10.0� 1.6� 49.9� －2.6� 3.3� 2.6� 79.1�
Venezuela －10.4� 0.4� 25.9� －17.3� －2.0� －13.3� 37.8�

（注）　原油依存度は原油純輸出額対 GDP 比率
　　　成長率格差は先進国との実質 GDP 成長率の差

（出所）　UNTAD,�BIS および IMF データから筆者作成
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