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要　　旨
　本論文の目的は，アジア金融市場で発生したショックの国際金融市場への波及効果が世
界金融危機の前後にどの程度高まっているかを検証することにある。分析の前半では，株
式市場における波及効果を分析する。GVAR モデルを推計すると，アジア新興国・地域
の影響が世界金融危機（GFC）以降大きくなっていた。しかし，影響が拡大したのは，
アジア新興国・地域の金融部門の株価ではなく製造業の株価によるものであった。このこ
とは，世界金融危機後の波及効果の拡大がアジア新興国・地域の製造業におけるショック
の増加を反映したものであることを示唆している。分析の後半では，外国為替レート間で
の波及効果を，人民元からの波及効果に注目して分析する。分析では，GMT 午前 1 時か
ら午前 2 時の人民元レートの変化を用いることにより，中国人民銀行の為替政策の変更が
2015 年夏以降多くの先進国に正の波及効果をもたらしていることが明らかにされる。こ
の実証結果は，世界経済におけるアジアのプレゼンスが高まる中で，国際金融市場におい
てアジアの影響が強まっていることを示唆している。

　キーワード：新興国経済，国際的な波及効果，アジア金融市場
　JEL：F10，F32，E52

Ⅰ．イントロダクション

　この 20 年間，世界の GDP に占める新興国
経済のシェアは飛躍的に高まっている。IMF 
World Economic Outlook（April 2018）による
と，世界全体の GDP に占める新興国のシェア
は，購買力平価（PPP）ベースで 59.25%，先

進国のシェアは 40.75% であった。新興国経済
のマクロショックは今や先進国経済に大きな波
及効果をもたらすようになっている。しかしな
がら，急速な生産額や貿易額の増加にもかかわ
らず，多くの新興国の金融市場はいまだ十分に
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発達したとはいえない状況にある。その結果，
新興国の金融市場が国際金融市場では限定的な
役割を果たすにとどまっているとの見方は少な
くない。
　本論文の目的は，国際金融市場におけるアジ
ア金融市場からの波及効果が 2000 年代にどの
程度高まっているかを検証することで，このよ
うな見方が正しいかどうかを考察することにあ
る。この論文でアジア新興国・地域の金融市場
に着目する理由は，以下の 3 つである。第一に，
新興国経済の中で，アジアは「東アジアの奇跡」
と呼ばれる劇的な経済成長を達成した。この成
長は 1997 年－ 1998 年のアジア危機以後一時的
に減速したものの，2000 年代に入ると，中国
が奇跡的な経済成長を達成するなど，世界の
GDP におけるアジア新興国・地域のシェアを
大きく上昇させた。IMF の World Economic 
Outlook （April 2018）によると，購買力平価
（PPP）ベースでの世界経済全体に占める東ア
ジアのシェアは 25% を超えている1）。第二に，
急速な経済成長にもかかわらず，債券株式市場
はこれまであまり整備されてこなかった。アジ
ア新興国・地域では，2000 年代にさまざまな
金融システムの改革が行われた2）。しかし，改
革の実施にもかかわらず，アジアにおける金融
市場の発展は先進国に遠く及ばない（たとえ
ば，Fukuda（2013）を参照のこと）。第三に，
アジアの金融市場が欧米の金融市場が閉まって
いる時間帯に開いているため，日次データを用
いることで，同時性バイアスの影響をほとんど
受けることなく，波及効果の方向性を特定化す
ることが可能となる。もし，両市場が同時間帯
に開いているならば，波及効果の因果関係を特
定することは困難となる。しかし，時差の存在
により，アジア金融市場でのショックが欧米に

与える影響を特定することが可能となる。
　本論文では，まず，先進国とアジア新興国・
地域の株式市場の間における波及効果を検証す
る。GVAR （Global Vector Autoregression）
モ デ ル を 推 計 す る こ と で， 世 界 金 融 危 機
（GFC）以前はアジアから欧米への波及効果
が小さかったものの，GFC 以降はその波及効
果が大きくなったことが明らかにされる。GFC
以後の世界経済では，株式市場においてもアジ
アのプレゼンスが高まったといえる3）。しかし
ながら，有意な波及効果のほとんどが金融部門
というよりもむしろ製造業から生まれているこ
とも明らかにされる。このことは，GFC 後に
おけるアジア株式市場から欧米株式市場への波
及効果の高まりがアジア新興国・地域のマクロ
的なファンダメンタルショックが先進国に大き
な影響をもたらすようになったことに起因する
ものであることを示唆している。次に，本論文
では，外国為替市場間での波及効果について検
証する。分析では，中国人民銀行が固定為替レー
トを公式に発表する時間帯に着目し，人民元か
ら他の主要通貨への波及効果について検証す
る。その結果，人民元の変動幅が拡大した
2015 年夏以降，人民銀行による為替政策が主
要先進国通貨により大きな影響を与えるように
なったことが明らかにされる4）。
　多くの先行研究は，グローバル化が進行する
なかで，先進国の金融市場でのショックが
2000 年代に入って，他の国々，とりわけ新興
国（EMEs）に大きな波及効果をもたらすよう
に な っ た こ と を 指 摘 し て き た（例 え ば，
Rogers, Scotti, and Wright （2014）, Gauvin, 
McLoughlin, and Reinhardt （2014）, Neely 

（2015）, Engel （2016）, Aizenman, Chinn, and 
Ito （2017）を参照）。特に，いくつかの研究で

１ ）環太平洋地域の新興国経済の役割について議論した研究としては，Aizenman and Fukuda （2017），
Didier, Llovet, and Schmukler （2017）などを参照のこと。

２ ）東アジアの金融システムに関しては，寺西・福田・奥田・三重野編著（2007, 2008）を参照。また，アジア
危機後の東アジアの通貨制度の変遷に関しては，福田・小川編（2006） を参照のこと。

３）世界金融危機（GFC）が発生した背景は，櫻川・福田編著（2013）を参照のこと。
４）近年増加する人民元の役割については，Ito and Kawai （2016）や Ito （2017）を参照のこと。
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は，先進国での金融市場におけるショックがア
ジア新興国・地域に大きな波及効果をもたらし
たことを明らかにしている。（例えば，Morgan 

（2011）, Park and Um （2016）, and Fukuda 
（2017）を参照）。しかしながら，新興国におけ
る金融市場のショックがどの程度先進国に影響
をもたらしたのかについて検証した先行研究は
限られている。例外的な研究としては Gelos 
and Surti （2016） および Huidrom, Kose, and 
Ohnsorge （2016）があり，それらの論文では新
興国の金融面での波及効果の重要性が高まって
いることが示されている。ただ，これらはアジ
ア新興市場に特にフォーカスを当てた論文では
なく，Fukuda and Tanaka （2017）などを例
外とすれば，GFC 後にアジアの金融市場が先
進国に与える波及効果を検証した論文はほとん
ど存在しない5）。それゆえ，過去 20 年間の国
際金融市場において，アジア金融市場からの波
及効果がどの程度高まってきたかを検証するこ
とは重要であるといえる。

　本論文の実証結果から，グローバルな株式市
場では，GFC 以降でも，先進国からアジア新
興国・地域への波及効果が，アジア新興国・地
域から先進国への波及効果を依然として上回っ
ていたことが示唆される。しかしながら，同時
に，東アジアでの製造業ショックの高まりによ
り，アジア株式市場のショックの波及効果が
GFC 以降大きく増加したことが示される。金
融市場が依然として発展途上でも，東アジアの
マクロファンダメンタルズの高まりによって，
アジア株式市場のショックが国際金融市場に及
ぼす波及効果は大きく高まったといえる。さら
に，高頻度データを用いて，外国為替レート間
での波及効果を分析した結果，中国人民銀行の
為替政策の変更が 2015 年夏以降，多くの先進
国に正の波及効果をもたらすようになったこと
が明らかにされる。この結果は，世界経済にお
けるプレゼンスが高まる中で，外国為替市場に
おいても中国の影響が強まっていることを示唆
している。

Ⅱ．実証研究の手法

　アジアの株式市場と先進国の株式市場との間
にどのような波及効果があるかを検証するため
に，以下の節では，欧米の株式市場とアジア新
興国・地域の株式市場がお互いにどのように反
応していたかを分析する。分析では，先進国と
アジア新興国・地域との間の金融面での波及効
果を捉えるために，GVAR モデルを採用する。
波及効果が一方向でそれ以上の波及がない場合
には単一方程式モデルで波及効果を捉えること
ができる。しかし，フィードバックループを通
じてショックが波及する場合，アメリカでの
ショックがアジアに影響を与え，影響を受けた
アジア経済がさらにアメリカ経済に影響をもた

らす。このフィードバックは 2 － 3 日継続する
ことになる。GVAR モデルは，このような地
域間の様々なフィードバックを伴う金融面の多
面的な波及効果を捉えることができるため，前
述のようなループが存在する場合に有用な計量
分析手法である。
　分析において，アジアに共通の金融ショック
を捉えるために，主成分分析（PCA）を用い
る。PCA は，相関があると考えられる多くの
変数を「主成分」と呼ばれる独立な複数の変数
に変換する手法である。線形結合を用いること
で，データの変動をできるだけ多く説明できる
第 1 主成分をまず計算する。次に，第 1 主成分

５）Fujiwara and Takahashi （2012）は，GFC 以前のアジアからの弱い波及効果を示した例外的な研究である。
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の変動を取り除いた残りの変動をできる限り説
明できる第 2 主成分を計算する。PCA では，
各サブサンプル期間における 5 つのアジア新興
国・地域（韓国，中国，香港，台湾，シンガポー
ル）の金融変数を用いる。これらの地域は，ア
ジアの中で，比較的金融市場が発達している地
域である。
　以下では，これらアジア地域の第 1 主成分と
第 2 主成分を用いて，下記の GVAR モデルを
推計する。

　　 （1）

ここで，Yt は内生変数，xt は外生変数を表す。
内生変数は，6 つの金融変数，すなわち日本の
変数，アジア経済の第 1 主成分と第 2 主成分，
2 つのヨーロッパの国々（イギリス，ドイツ），
およびアメリカの変数から構成される。外生変
数は，VIX の日次の対数階差で，この変数で

世界共通の要素を説明する。ラグは 2 次として，
逐次推計をする6）。
　コレスキー分解の順番は，日本，第 1 主成分，
第 2 主成分，イギリス，ドイツ，アメリカの変
数である。この順番は，アジアの金融市場が，
欧米の市場が閉まっている時間帯に開いている
ことを反映したものである。例えば，図 1 は，
アジア，ヨーロッパ，ニューヨークの株式市場
の営業時間帯を示したものである。数時間の重
複を考慮しないとすると，ロンドンやフランク
フルト市場は，アジア市場が閉まった直後に開
き，ニューヨーク市場はヨーロッパ市場が閉
まった後に開く。このため，日次データを用い
ることで，同時性バイアスの問題を回避しなが
ら波及効果を特定することが可能となる7）。
　もちろん，厳密には，特定化された波及効果
は，必ずしもアジアの金融市場から欧米金融市
場への因果関係を意味するものではない。たと
えば，ニューヨーク株式市場が閉まった後の時

Yt＝α＋Σ
j＝1

p

Σ
j＝1

p

βjYt－j＋ γxt－j＋ut ,

６ ）SC 基準ではすべてのケースで 1 期か 2 期ラグが選択された。AIC 基準でもすべてのケースで 1 期ラグか 2
期ラグが選択された。ラグを 1 期としても，本質的な結果は変わらなかった。

７ ）同時性バイアスを回避するために，多くの先行研究では，2 日間の平均収益率を採用している （Forbes 
and Rigobon 2002）。しかし，本研究では同時性バイアスが発生しにくいため，そのような変換は不要となる。

（注）　縦軸は，世界標準時（GMT）。

図 1　世界の株式市場の取引時間帯
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間帯にアメリカで大きなイベントが発生した場
合，それは，アメリカの金融市場で発生した
ショックではなく，アジアの金融市場で発生し
たショックと判別されてしまう。ただ，われわ
れのコレスキー分解では，日本がアジアで順番
が最初であるため，これらのショックは，先進
国の 1 つである日本の金融市場のショックと判
別され，アジア新興国・地域の金融市場で発生
したショックとは判別されない。したがって，
われわれの GVAR では，日本のショックの影
響が過大評価される可能性はあるが，アジア新
興国・地域のショックの影響が過大評価される
可能性は少ないといえる。
　また，株価は将来のショックに対する予想を
反映するため，たとえばアジア株式市場が開い
ている時間帯にアメリカで何らかのイベントが
予想される場合，アジアの株価がアメリカでの
ショックの予想に対して反応する可能性があ
る。グレンジャーの因果性の意味では，ニュー
ヨーク株式市場が開いた後にアメリカの株価が
アジアの株価に反応することになるが，実際の
因果関係では，アジアのショックがアメリカの
株価を変化させたとはいえない可能性はあると
いえる。ただ，大半の国別の金融ショックは現
地市場が開いているときに発生するため，アジ

ア市場が開いている時間帯にアメリカで大きな
イベントが発生するとは考えにくい一方，アジ
アにおける国別の金融ショックは欧米市場が開
く前に発生すると考えられる。このため，以下
の分析では，GVAR 分析で特定化される波及
効果はアジアでの金融ショックから欧米市場へ
の因果関係を近似的に示唆していると想定する
ことにする。
　サンプル期間は 2003 年 1 月から 2018 年 4 月
までである。分析では，サンプル期間を 3 つの
サブサンプル期間，すなわち，2003 年 1 月 3
日 か ら 2007 年 6 月 29 日（GFC 以 前），2009
年 7 月 1 日から 2013 年 5 月 20 日（GFC 以後，
テーパリング以前），2013 年 5 月 21 日から
2018 年 4 月 27 日（テーパリング）に分割す
る。ただし，GFC の直接の影響を排除するため，
サブサンプル期間の中には，2007 年 7 月 1 日
から 2009 年 6 月 30 日を含めていない。また，
推計では，GFC 以降をアメリカの異なる金融
政策に対応して 2 つに分割した。分割時点は，
当時の FRB のバーナンキ議長が，アメリカの
金融緩和を徐々に減らす「テーパリング」を行
うと初めて宣言した日としている。データは，
特に断りがない限り，Datastream よりダウン
ロードした。

Ⅲ．実証結果：株価の波及効果

　本節では，アジアと先進国の金融市場間での
株価の波及効果を推計した結果を報告する。
GVAR の内生変数としては，日次の主要株式
指標の対数階差（前日の終値から当日の終値の
変化率）を用いる。主要株式指標として用いる
指数は，日経 225，上海 SSEC，香港ハンセン
株価指数，韓国総合株価指数，シンガポール
ST 指数，台湾加権指数，タイ SET 指数，英
FTSE100，ドイツ DAX30，米ダウ平均株価で
ある。

　表 1 には，3 つのサブサンプル期間における，
アジアの第 1 主成分，第 2 主成分，第 3 主成分
とアジア経済の株価指数の相関が示されてい
る。この表によると，第 1 主成分は，アジア全
ての株価収益率と正の相関がみられる。中国の
株価指数との間の相関は弱いものの，他のアジ
ア経済の収益率との相関係数は概ね 0.3 と 0.5
の間にある。このことは，第 1 主成分がアジア
の株価収益率の加重平均であることを示唆して
いる。対照的に，第 2 主成分は中国の株価収益

- 141 -

〈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〉

137_CW6_AX344D04.indd   141 2019/02/27   19:11:54



率とのみ高い正の相関を示しており，全てのサ
ブサンプル期間に関して 0.8 を上回っている。
このことは，第 2 主成分が主に中国固有の株価
収益率を反映していることを示唆している。同
様に，第 3 主成分はタイの株価収益率とのみ高
い正の相関を示しており，相関係数は 0.7 を上
回っている。このことは，第 3 主成分が主にタ
イ固有の株価収益率を反映していることを示唆
している。
　アジア経済の第 1 主成分と第 2 主成分を用い
て，3 つのサブサンプル期間に関して，前節で
説明した GVAR モデルの推計を行った。表 2
は，10 営業日の分散分解の結果である。この
表は，各株価指数の変動の何パーセントが各国・
地域の株価ショックによって説明されるかを示

している。ここでの主要な関心は，アジアと先
進国の株式市場の間の波及効果を見ることにあ
る。このため，表 2-（１）では，アジアの第 1
主成分と第 2 主成分の何パーセントが日本，
ヨーロッパ 2 か国，アメリカのショックによっ
て説明されるかを示す一方，表 2-（２）では，
日本，ヨーロッパ 2 か国，アメリカの株価の何
パーセントがアジアの第 1 主成分と第 2 主成分
によって説明されるかを示している。
　表 2-（１）では，3 つのサブサンプル期間を
通じて，アジアの第 1 主成分が主として先進国
の株価ショックによって説明できることを示し
ている。第 1・第 2 のサブサンプル期間では，
第 1 主成分の 40% 以上が，第 3 のサブサンプ
ル期間では 30% 以上が先進国のショックに

（２）　GFC後テーパリング以前
第 1 主成分 第 2 主成分 第 3 主成分

韓国 0.430 －0.158 －0.436
香港 0.466 0.073 0.076
中国 0.310 0.897 0.166
台湾 0.425 －0.120 －0.472
シンガポール 0.441 －0.150 0.089
タイ 0.354 －0.360 0.739

（３）　テーパリング
第 1 主成分 第 2 主成分 第 3 主成分

韓国 0.431 －0.199 －0.413
香港 0.483 0.197 －0.038
中国 0.300 0.849 0.215
台湾 0.432 －0.169 －0.379
シンガポール 0.440 －0.140 0.073
タイ 0.331 －0.390 0.796

（１）　GFC以前
第 1 主成分 第 2 主成分 第 3 主成分

韓国 0.476 －0.059 －0.205
香港 0.489 0.030 －0.127
中国 0.109 0.982 0.090
台湾 0.445 －0.109 －0.265
シンガポール 0.475 －0.004 －0.052
タイ 0.315 －0.136 0.928

表 1　第 1主成分，第 2主成分，第 3主成分と株価指数の相関
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よって説明される。このことは，先進国からア
ジア株式市場への波及効果がテーパリングに
よってやや低下したものの，GFC 前後では大
きかったことを示している。先進国の中では，
第 1・第 3 のサブサンプル期間において日本の
ショックの影響が大きい一方，第 2 のサブサン
プル期間においてはイギリスのショックの影響
が大きかった。アメリカのショックも第 1・第 3
のサブサンプル期間において 8% 超の影響を与
えていた。唯一の例外はドイツで，第 2 のサブ
サンプル期間では 1.55%，第 3 のサブサンプル
期間では 0.84% を説明できるにすぎなかった。
これは，ユーロ危機によるものかもしれない。
　ただし，表 2-（１）からは，先進国の株価
ショックであっても，アジアの第 2 主成分をほ
とんど説明しないこともわかる。第 2 のサブサ
ンプル期間におけるイギリスのショックを除い
て，先進国のショックは 1% も説明できていな
かった。イギリスのショックですら，第 2 のサ
ブサンプル期間に 1.22% を説明できるにすぎな
い。第 1 主成分は中国固有の収益率とも相関が
あるため，この結果が先進国から中国への波及
効果がないことを示しているわけではない。む
しろ，他のアジア経済からは独立した，中国固
有の株価収益率に対して，先進国からの波及効
果が見られなかったことを示唆している。この
ことは，中国固有の金融規制の存在や独自の高
成長が第 2 主成分の独立な動きを生み出した可
能性があることを示している。
　一方，表 2-（２）は，サブサンプル期間を通
じて，アジアの第 1 主成分と第 2 主成分が先進
国の株価変動を限定的にしか説明しないことを
示している。特に，日本の株価の変動は，第 1・
第 2 のサブサンプル期間についてほとんど説明
できない。このことは，アジアと先進国間で株
価の波及効果に非対称性が存在することを示唆
している。すなわち，2000 年代を通じて，先
進国からアジアへの波及効果が，アジアから先
進国への波及効果をはるかに上回っていたとい
える。
　しかしながら，表 2-（２）は同時に，GFC 以

降にアジアの第 1 主成分がヨーロッパ 2 か国と
アメリカの株価変動を有意に説明するように
なったことも示している。第 2 のサブサンプル
期間（GFC 以降テーパリング以前）において
は，第 1 主成分が，イギリスの 14.77%，ドイ
ツの 11.18%，アメリカの 7.46% を説明できる。
また，第 3 のサブサンプル期間（テーパリン
グ）においては，第 1 主成分が，イギリスの
12%，ドイツの 11.18%，アメリカの 6.01% を
説明できる。これらの値は，第 1 のサブサンプ
ル期間（GFC 以前）よりもはるかに大きなも
のとなっている。このことは，アジアから欧米
の株式市場への波及効果が GFC 以前は小さ
かったものの，GFC 以降は有意に正となった
ことを示している。アジアから先進国への波及
効果は，先進国からアジアへの波及効果と比べ
て依然として小さいものの，GFC 以降は無視
できない存在になったといえる。
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（２）　先進国の株価変動の分散分解
日本の株価

日本
ショック

他の先進国
ショック

第 1 主成分
ショック

第 2 主成分
ショック

GFC 以前 82.64 15.87 1.29 0.19
テーパリング以前 70.99 27.87 0.25 0.89
テーパリング 74.84 22.18 2.38 0.61

イギリスの株価

イギリス
ショック

他の先進国
ショック

第 1 主成分
ショック

第 2 主成分
ショック

GFC 以前 80.45 14.83  4.53 0.19
テーパリング以前 74.59  9.47 14.77 1.17
テーパリング 71.09 16.00 12.00 0.92

ドイツの株価

ドイツ
ショック

他の先進国
ショック

第 1 主成分
ショック

第 2 主成分
ショック

GFC 以前 37.19 56.53  6.03 0.25
テーパリング以前 22.37 64.92 11.18 1.52
テーパリング 35.87 53.03  9.79 1.32

アメリカの株価

アメリカ
ショック

他の先進国
ショック

第 1 主成分
ショック

第 2 主成分
ショック

GFC 以前 62.42 34.76 2.60 0.22
テーパリング以前 40.92 50.14 7.46 1.47
テーパリング 65.17 28.42 6.01 0.41

（b）　第 2 主成分の分散分解

第 2 主成分
ショック

先進国

計 日本 イギリス ドイツ アメリカ

GFC 以前 98.59 0.99 0.15 0.08 0.33 0.43
テーパリング以前 97.09 2.08 0.03 1.22 0.03 0.79
テーパリング 97.95 1.46 0.77 0.17 0.01 0.50

（１）　アジアの第 1・第 2主成分の分散分解
（a）　第 1 主成分の分散分解

第 1 主成分
ショック

先進国

計 日本 イギリス ドイツ アメリカ

GFC 以前 57.09 41.62 24.39 6.03 3.03 8.17
テーパリング以前 56.17 43.02 15.33 19.49 1.55 6.65
テーパリング 64.26 33.33 14.80 8.05 0.84 9.65

表 2　10 営業日の分散分解
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Ⅳ．産業レベルの株価収益率を用いた推計

　前節では，GFC 以前には小さかった，アジ
ア新興国・地域から欧米への株価ショックの波
及効果が GFC 以降有意に大きくなったことを
示した。この結果は，金融市場でさえ，GFC
以降，アジア新興国・地域のショックが先進国
に大きな影響をもたらすようになったことを示
している。もっとも，このことは，アジア新興
国・地域と先進国の間の金融面でのつながりが
GFC 以降強固なものとなったことを必ずしも
意味しない。これは，GFC 以降のアジア新興国・
地域と欧米の間の貿易や FDI などを通じた実
物面でのつながりによってもそのような大きな
インパクトが発生しうるからである。
　そこで本節では，GFC 以後の大きな波及効
果がアジアの金融セクターによるものか，それ
ともアジアの製造業によるものかを検証する。
とりわけ，産業レベルの株価データを用いるこ
とで，製造業の株価の波及効果を金融業の株価
の波及効果と比較し，アジア新興国・地域のど
ちらの産業がより先進国の株式市場に大きな影
響を与えたかを検証する。2 つの産業別の株価
に関するデータ（すなわち，製造業と金融業の
株価収益率のデータ）を用いることを除き，推
計式は基本的にこれまでの節と全く同じであ
る。分析では，3 つのサブサンプル期間におけ
る，5 つのアジア新興国・地域（韓国，中国，
香港，台湾，シンガポール）に共通する，製造
業および金融業それぞれの株価ショックを捉え
るために，PCA を用いることにする。
　表 3 は，各アジア経済の産業別株価と，産業
別の第 1 主成分，第 2 主成分，第 3 主成分の相
関関係を示したものである。この表は，製造業，
金融業ともに，第 1 主成分がアジアのすべての
株価収益率と正の相関があることを示してい
る。その相関係数は，タイについては小さい。
しかし，いくつかのケースを除いて，産業別の

相関係数は 0.3 から 0.5 の間にある。このこと
は，第 1 主成分がアジアの産業別株価収益率の
加重平均であることを示唆している。全産業の
株価ショックに関する分析結果と異なり，第 2・
第 3 主成分は中国の株価収益率と強い正の相関
がみられなかった。むしろ，製造業については，
第 2 主成分はタイの株価収益率とのみ強い正の
相関がみられた。金融業においてさえ，第 2 の
サブサンプル期間の第 2 主成分と第 1・第 3 の
サブサンプル期間の第 3 主成分がタイの株価収
益率とのみ強い正の相関がみられた。
　そこで以下では，特に第 1 主成分に注目して
GVAR を推計する。アジア新興国・地域の製
造業および金融業の第 1 主成分・第 2 主成分を
用いることを除き，内生変数，外生変数，変数
の順番は前節と同じである。前節と同様，3 つ
のサブサンプル期間，すなわち，2003 年 1 月 3
日 か ら 2007 年 6 月 29 日，2009 年 7 月 1 日 か
ら 2013 年 5 月 20 日，2013 年 5 月 21日から 2018
年 4 月 27 日の期間について GVAR モデルを推
計する。
　表 4 は，10 営業日の分散分解の結果である。
表 4-（１）は，アジアの製造業および金融業の
第 1 主成分と第 2 主成分の何パーセントが日
本，ヨーロッパ 2 か国，アメリカのショックに
よって説明されるかを示す一方，表 4-（２）で
は，日本，ヨーロッパ 2 か国，アメリカの株価
の何パーセントがアジアの製造業および金融業
の第 1 主成分と第 2 主成分によって説明される
かを示している。いずれの表においても，サブ
サンプル期間を通じて，先進国からアジアの第 2
主成分への有意な波及効果は観察されなかった。
　しかし，前節と同様，サブサンプル期間を通
じて，先進国からアジアの第 1 主成分への大き
な波及効果が確認された。表 4-（１）は，製造
業および金融業の両方において，第 1・第 3 の
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サブサンプル期間では第 1 主成分の 30% 超，
第 2 のサブサンプル期間では 40% 超が先進国
のショックによって説明できることが示されて
いる。2000 年代を通じて，先進国の株式市場
からアジアの株式市場に対して，大きな波及効
果が，製造業においても金融業においても観察
されたといえる。ただし，製造業では，第 1 主
成分の約 60% が第 1 主成分自体のショックで
説明できるのに対して，金融業においては，第
1 主成分の変動の多くが製造業の第 1 主成分に
よって説明できることが判明した。このことは，
先進国からだけではなく，アジアの製造業から
アジアの金融業に対して大きな波及効果が存在
したことを示唆している。

　前節と同様，アジアと先進国の間には波及効
果の非対称性が存在することも確認できる。表
4-（２）によると，製造業および金融業におい
て，アジアの第 1 主成分は，先進国の株価変動
の影響を大きく受ける一方で，先進国の株価変
動の限られた割合を説明できるにすぎないとい
える。しかしながら，アジアから先進国への波
及効果には，前節で観察されなかった 1 つの注
目すべき特徴がある。まず，サブサンプル期間
を通じて，アジアの金融業の第 1 主成分は，先
進国に有意な影響を与えておらず，先進国の株
価変動の 2% も説明できていない。対照的に，
アジアの製造業の第 1 主成分は，GFC 以降，
先進国の株価変動に有意な波及効果をもたらす

（１）　GFC以前
製造業部門 金融部門

第 1 主成分 第 2 主成分 第 3 主成分 第 1 主成分 第 2 主成分 第 3 主成分
韓国 0.461 0.006 －0.302 0.435 －0.239 0.092
香港 0.485 －0.151 －0.021 0.491 －0.037 －0.203
中国 0.316 －0.591 0.650 0.348 0.551 －0.620
台湾 0.434 0.160 －0.393 0.379 －0.549 0.126
シンガポール 0.441 －0.038 －0.081 0.453 －0.094 －0.015
タイ 0.264 0.775 0.570 0.316 0.572 0.741

（２）　GFC後テーパリング以前
製造業部門 金融部門

第 1 主成分 第 2 主成分 第 3 主成分 第 1 主成分 第 2 主成分 第 3 主成分
韓国 0.410 －0.337 0.201 0.385 －0.415 0.439
香港 0.448 0.060 －0.398 0.460 0.076 －0.396
中国 0.463 0.013 －0.260 0.454 0.047 －0.373
台湾 0.374 －0.462 0.601 0.383 －0.472 0.350
シンガポール 0.425 0.060 －0.373 0.420 0.064 －0.314
タイ 0.310 0.816 0.484 0.334 0.770 0.539

（３）　テーパリング
製造業部門 金融部門

第 1 主成分 第 2 主成分 第 3 主成分 第 1 主成分 第 2 主成分 第 3 主成分
韓国 0.389 －0.248 0.584 0.314 0.679 0.495
香港 0.464 －0.127 －0.396 0.489 －0.143 －0.358
中国 0.457 －0.189 －0.301 0.477 －0.110 －0.344
台湾 0.401 －0.159 0.502 0.392 0.325 0.039
シンガポール 0.410 0.045 －0.372 0.439 －0.070 －0.093
タイ 0.310 0.927 0.145 0.297 －0.630 0.706

表 3　産業別株価の主成分と株価指数の相関
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（１）　アジアの第1・第2主成分の分散分解
（a）　第 1 主成分の分散分解

第 1 主成分
ショック

先進国
計 日本 イギリス ドイツ アメリカ

製造業 GFC 以前 60.62 37.20 22.19  5.66 2.88 6.47
部門 テーパリング以前 57.88 41.24 13.45 19.69 1.72 6.38

テーパリング 68.25 30.48 13.75  7.64 1.18 7.91
金融 GFC 以前 25.19 35.40 20.46  4.89 2.96 7.09
部門 テーパリング以前 12.98 41.12 14.38 18.09 1.98 6.67

テーパリング 22.92 31.16 13.73  8.35 1.01 8.07

（b）　第 2 主成分の分散分解
第 2 主成分
ショック

先進国
計 日本 イギリス ドイツ アメリカ

製造業 GFC 以前 97.36 0.53 0.02 0.08 0.14 0.29
部門 テーパリング以前 96.98 1.76 0.82 0.41 0.15 0.37

テーパリング 97.12 1.83 0.81 0.96 0.03 0.02
金融 GFC 以前 90.86 2.86 1.84 0.04 0.71 0.28
部門 テーパリング以前 73.55 2.41 0.83 0.67 0.42 0.49

テーパリング 80.53 2.40 0.99 0.90 0.38 0.13

表 4　産業別株価の分散分解

（２）　先進国の株価変動の分散分解
日本の株価の分散分解

日本
ショック

他の先進国
ショック

製造業部門 金融部門
第 1 主成分
ショック

第 2 主成分
ショック

第 1 主成分
ショック

第 2 主成分
ショック

GFC 以前 82.17 15.68 1.15 0.11 0.75 0.13
テーパリング以前 71.28 27.32 0.56 0.08 0.36 0.40
テーパリング 74.64 22.27 2.18 0.70 0.17 0.04

イギリスの株価の分散分解

イギリス
ショック

他の先進国
ショック

製造業部門 金融部門
第 1 主成分
ショック

第 2 主成分
ショック

第 1 主成分
ショック

第 2 主成分
ショック

GFC 以前 79.97 14.90  2.92 0.10 1.28 0.83
テーパリング以前 73.69  9.83 14.77 0.44 0.58 0.68
テーパリング 71.14 16.00 11.33 0.36 1.00 0.17

ドイツの株価の分散分解

ドイツ
ショック

他の先進国
ショック

製造業部門 金融部門
第 1 主成分
ショック

第 2 主成分
ショック

第 1 主成分
ショック

第 2 主成分
ショック

GFC 以前 37.04 56.63  4.04 0.34 1.67 0.27
テーパリング以前 22.37 64.62 10.92 0.42 1.03 0.63
テーパリング 35.61 53.09  9.41 0.41 1.12 0.35

アメリカの株価の分散分解

アメリカ
ショック

他の先進国
ショック

製造業部門 金融部門
第 1 主成分
ショック

第 2 主成分
ショック

第 1 主成分
ショック

第 2 主成分
ショック

GFC 以前 62.29 34.89 1.52 0.01 1.04 0.26
テーパリング以前 41.04 50.32 7.55 0.19 0.61 0.29
テーパリング 64.85 29.32 5.04 0.30 0.37 0.12
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ようになっている。第 2・第 3 のサブサンプル
期間において，製造業の第 1 主成分は，イギリ
スの株価変動の 10% 超，ドイツの株価変動の
約 10%，そしてアメリカの株価変動の 5% 超を
アジアの製造業の第 1 主成分で説明できる。こ
れらの特徴は，GFC 以降，アジア新興国・地
域における製造業のショックが先進国のマクロ
ファンダメンタルズに大きな影響をもたらした
ため，株式市場においてもアジア新興国・地域
から欧米への波及効果が増大したことを示唆し
ている。
　2000 年代に入って特筆すべきは，世界の貿
易ネットワークにおけるアジア新興国・地域の

シェアが着実に伸びたことである。例えば，図
2 は，1980 年から 2015 年までの，アジア新興
国・地域，とりわけ中国が欧米の輸入に占める
割合を示したものである。この図は，アジア新
興国・地域のシェア，とりわけ中国のシェアが
2000 年代に着実に高まっていることを示して
いる。しかしながら，アジア新興国・地域の金
融市場の成長が緩やかであったため，GFC 以
前はこれら実物面でのつながりが金融面でのつ
ながりにほとんど影響を与えなかった。しかし，
アジア新興国・地域と先進国との間の実物的つ
ながりがある閾値に到達すると，実物面でのつ
ながりは金融面でのつながりに大きなインパク

図 2　世界の貿易ネットワークにおけるアジア新興国・地域のシェア

（出所）　International Financial Statistics。
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トを持つようになったといえる。その結果，ア
ジア新興国・地域から先進国への金融面での直
接のつながりは GFC 以降ですら小さいままで

あったにもかかわらず，実物面でのつながりの
強化が株式市場での波及効果を有意に高めたと
いえる。

Ⅴ．人民元レートからの毎時の波及効果

　これまでの節では，アジアの株式市場の
ショックが，製造業のショックを反映して，そ
の欧米市場への波及効果を GFC 以降高めたこ
とを示した。本節では，もう 1 つの金融市場と
して外国為替市場を取り上げ，その波及効果を
検証する。株式市場とは異なり，主要通貨の外
国為替市場は 1 日 24 時間開いている。加えて，
為替レートは 2 つの通貨の相対価格であるた
め，自国通貨のショックだけでなく相手国通貨
のショックの影響でも変動する性質がある。こ
のため，株式市場とは異なり，日次データの時
差を用いることだけでは，波及効果の方向を十
分に特定化することができない。そこでこの節
では，より高頻度データを用いて波及効果の方
向性を分析する。
　まず推計手法として，Frankel and Wei 
（1994）が用いた手法を採用する。具体的には，
スイスフランをベンチマーク通貨として，毎時
の為替レートの対数階差（1 時間単位の変化
率）を用いることで以下の式を推計する8）。

　　∆ln（z A
t）＝constant＋a1 ∆ln（CNYt）＋

a2 ∆ln（Yent）＋a3 ∆ln（zB
t）＋

a4 ∆ln（zC
t）,  （2）

ここで，zA
t は被説明変数に用いた先進国の為

替レート，また zB
t および zC

t はコントロール
変数としての他の先進国の為替レートを表す。
また，CNYt と Yent は，それぞれ人民元レー

トと日本円レートを表す。
　日次データを用いて（2）式を推計する際に起
こりうる問題は，同時性バイアスと多重共線性
が発生するかもしれないことである。（例えば，
Fukuda and Ohno （2008） や Kawai and 
Pontines （2016）を参照）。この問題を避けるた
め，世界標準時（GMT）の午前 1 時から午前
2 時までの 1 時間の為替レートの変化を用い，
人民元から主要通貨への波及効果がどの程度か
を検証することにする。GMT 午前 1 時から午
前 2 時の時間帯は，中国時間の午前 9 時から午
前 10 時に対応し，以下 3 つの点で同時性バイ
アスや他の説明変数との多重共線性を避けるの
に有効である。
　第一に，GMT 午前 1 時から午前 2 時にかけ
ての人民元の変化は，人民銀行による為替政策
の変更を反映しやすいことである。人民銀行は
その基準為替レート（すなわち，公式の人民元
レート）を毎営業日の中国時間午前 9：15 に発
表している。したがって，人民銀行による外生
的な為替政策の変更は，人民銀行が基準為替
レートを発表する GMT 午前 1 時から午前 2 時
の人民元レートの変化に反映されると考えるこ
とができる。中国の為替制度は，2005 年 7 月
の人民元改革によって管理フロート制（管理変
動相場制）へと移行し，国内市場（オンショ
ア）レートは通貨バスケットを反映した水準に
決定されるようになった。しかし，改革以降も，
人民元は毎営業日に設定される基準為替レート

８ ）ベンチマーク通貨をスイスフランから米ドルに変更しても，米ドル以外の通貨に関する結果は本質的に変
わらなかった。
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から一定の範囲内でしか変動しないように管理
されてきた。2015 年 8 月 11 日以降はその変動
幅が拡大したものの，GMT 午前 1 時から午前
2 時の間に人民銀行によって設定される基準為
替レートがアンカーとなるという点で大きな変
更はなかったといえる。
　第二に，人民元レートが人民銀行により実質
的に管理されているという事実を反映して，
GMT 午前 1 時から午前 2 時の変化は他の時間
帯の変化と比べてかなり異質であったことであ
る。特に，GMT 午前 1 時から午前 2 時は，人
民元が GFC 以降最も変化した時間帯であっ
た。図 3 は，2010 年 4 月 7 日から 2018 年 8 月
31 日までの米ドルで基準化した人民元の毎時
の変化の標準偏差と最大値を示したものであ
る。この図から，GMT 午前 1 時から午前 2 時
（中国時間の午前 9 時から午前 10 時）の時間
帯と GMT 午後 23 時から午後 24 時（中国時間
の午前 7 時から午前 8 時）の時間帯を除き，人
民元が米ドルに対してあまり変化していなかっ
たことがわかる。言い換えると，人民元の日次
変化の大半が GMT 午前 1 時から午前 2 時の 1
時間の変化に起因していたといえる9）。
　第三に，GMT 午前 1 時から午前 2 時の時間
帯は，ロンドン時間の午前 2 時から午前 3 時の
時間帯（夏時間では午前 3 時から午前 4 時），
ニューヨーク時間の午後 9 時から午後 10 時の
時間帯（夏時間では午後 10 時から午後 11 時）
にそれぞれ対応していることである。大きな現
地のショックは深夜には発生しにくいため，
GMT 午前 1 時から午前 2 時の時間帯に為替
レートに影響を与えるショックの大半は東アジ
アで発生する外生的ショックであると考えられ
る。したがって，GMT 午前 1 時から午前 2 時
の為替レートに限定することで，中国から欧米
への為替レートの波及効果の方向を特定化する
ことが容易になる。
　以下の推計では，被説明変数として 5 つの先

進国通貨，すなわち米ドル，英ポンド，ユーロ，
ノルウェークローネ，カナダドルを採用する。
スイスフランをベンチマーク通貨として，全て
の通貨はスイスフラン建てとする。推計では，
これらの対数階差（1 時間の変化率）を用いる
ことで，人民元の変動による瞬時の波及効果を
みるだけでなく，1 時間のラグを伴った人民元
変動の波及効果もみることとした。サンプル期
間 は，2010 年 4 月 7 日 か ら 2018 年 8 月 31 日
までとする。ただし，人民元の動きは，2015
年 8 月 11 日以前と以後で大きな構造変化がみ
られるため，推計ではサンプル期間を 2015 年
8 月 11 日以前と以後に分割して行った。すべ
ての毎時データは Datastream からダウンロー
ドした。
　表 5 は，瞬時の波及効果に関する推計結果を
2015 年 8 月 11 日以前と以後それぞれについて
まとめたものである。表は，ラグ付き被説明変
数を含む場合と含まない場合の推計結果を記載
している。いずれの推計でも，人民元は，米ド
ルに最も大きくかつ統計的に有意な影響を及ぼ
していた。このことは，多くのアジア通貨が依
然として対米ドルを安定化するように誘導され
る傾向にあったことを反映しているのかもしれ
ない。しかし，2015 年 8 月 11 日以前では，人
民元は，米ドルを除いて有意な影響を及ぼして
いなかった。これに対して，2015 年 8 月 11 日
以後では，人民元は，ユーロに対する有意性が
低いことを除けば，すべての先進国通貨に有意
に正の影響を与えていた。この結果は，人民銀
行による為替政策の変更が人民元の変動幅が拡
大した 2015 年 8 月 11 日以降世界の主要通貨の
大半に波及効果をもたらすようになったことを
示唆している。
　一方，表 6 は，1 時間ラグを伴った波及効果
に関する推計結果を表 5 と同様の形式でまとめ
たものである。1 時間ラグを伴った波及効果は，
瞬時の波及効果に比べると統計的有意性は総じ

９ ）GMT 午後 23 時から 24 時までの変化も，人民元の日次の変化に寄与している。しかし，GMT 午前 1 時か
ら午前 2 時までの変化と異なり，GMT 午後 23 時から 24 時までの大きな変化は，まれに起こる大きなショッ
クによるものであった。
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て低い。しかし，2015 年 8 月 11 日以降は，表
5 と同様に，人民元は米ドルに最も大きくかつ
統計的に有意な影響を及ぼしていた。また，
2015 年 8 月 11 日以前には，人民元はユーロな
どの先進国通貨に負の影響を及ぼしていたが，
2015 年 8 月 11 日以後では，人民元は，有意性

は低いものの，すべての先進国通貨に正の影響
を与えていた。この結果は，1 時間ラグを考慮
した場合でも，人民銀行による為替政策の変更
が人民元の変動幅が拡大した 2015 年 8 月 11 日
以降世界の主要通貨の大半にプラスの波及効果
をもたらすようになったことを示唆している。

Ⅵ．結論

　本論文では，アジア金融市場から国際金融市 場への波及効果が GFC 前後にどの程度高まっ

図 3　人民元の毎時の変化の標準偏差と最大値

（注）　横軸は，GMT の時間帯。
（出所）　Datastream より著者が算出。

- 151 -

〈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〉

137_CW6_AX344D04.indd   151 2019/02/27   19:11:56



（２）　2015 年 8月 11 日以後
米ドル 英ポンド ユーロ

定数項 　0.000 　0.000 －0.000 －0.000 －0.002 －0.000
（0.001） （0.001） （0.001） （0.001） （0.001）＊＊＊ （0.001）＊＊＊

1 期ラグ付き変数 －0.059 －0.004 －0.154
（0.031）＊ （0.029） （0.025）＊＊＊

人民元 　0.110 　0.114 　0.039 　0.039 　0.015 　0.018
（0.015）＊＊＊ （0.015）＊＊＊ （0.016）＊＊ （0.016）＊＊ （0.0095） （0.010）＊

米ドル 　0.347 　0.348 　0.035 　0.056
（0.034）＊＊＊ （0.034）＊＊＊ （0.022） （0.022）＊＊

ユーロ 　0.130 　0.141 　0.498 　0.499
（0.057）＊＊ （0.056）＊＊ （0.055）＊＊＊ （0.055）＊＊＊

英ポンド 　0.329 　0.330 　0.188 　0.187
（0.033）＊＊＊ （0.033）＊＊＊ （0.020）＊＊＊ （0.021）＊＊＊

日本円 　0.063 　0.066 －0.178 －0.177 　0.035 　0.048
（0.022）＊＊＊ （0.022）＊＊＊ （0.022）＊＊＊ （0.022）＊＊＊ （0.014）＊＊ （0.014）＊＊＊

自由度調整済 R2 　0.253 　0.251 　0.314 　0.315 　0.195 　0.159
DW 統計量 　1.857 　1.847 　2.021 　2.022 　2.088 　2.092

ノルウェークローネ カナダドル
定数項 －0.001 －0.001 －0.001 －0.001

（0.001） （0.001）＊ （0.001） （0.001）
1 期ラグ付き変数 －0.033 －0.063

（0.021） （0.025）＊＊

人民元 　0.034 　0.034 　0.082 　0.081
（0.011）＊＊＊ （0.011）＊＊＊ （0.014）＊＊＊ （0.014）＊＊＊

米ドル 　0.026 　0.029 　0.390 　0.399
（0.025） （0.025） （0.033）＊＊＊ （0.033）＊＊＊

ユーロ 　0.737 　0.744 　0.237 　0.245
（0.040）＊＊＊ （0.040）＊＊＊ （0.053）＊＊＊ （0.053）＊＊＊

英ポンド 　0.237 　0.236 　0.427 　0.426
（0.024）＊＊＊ （0.024）＊＊＊ （0.032）＊＊＊ （0.032）＊＊＊

日本円 －0.087 －0.085 －0.085 －0.083
（0.016）＊＊＊ （0.015）＊＊＊ （0.020）＊＊＊ （0.020）＊＊＊

自由度調整済 R2 　0.523 　0.522 　0.552 　0.549
DW 統計量 　2.119 　2.112 　2.135 　2.149

（注）　括弧の中は標準偏差。＊＝10% 有意，＊＊＝ 5% 有意，および ＊＊＊＝1% 有意。

（１）　2015 年 8月 11 日以前
米ドル 英ポンド ユーロ

定数項 　0.001 　0.002 －0.002 －0.002 －0.001 －0.001
（0.001）＊＊ （0.001）＊＊ （0.001）＊＊＊ （0.001）＊＊＊ （0.001） （0.001）

1 期ラグ付き変数 －0.040 －0.029 －0.051
（0.015）＊＊＊ （0.015）＊ （0.020）＊＊

人民元 　0.348 　0.348 　0.016 　0.014 　0.026 　0.024
（0.014）＊＊＊ （0.014）＊＊＊ （0.014） （0.014） （0.016） （0.016）

米ドル 　0.414 　0.417 －0.107 －0.101
（0.020）＊＊＊ （0.020）＊＊＊ （0.026）＊＊＊ （0.026）＊＊＊

ユーロ －0.104 －0.103 　0.490 　0.492
（0.027）＊＊＊ （0.027）＊＊＊ （0.019）＊＊＊ （0.019）＊＊＊

英ポンド 　0.551 　0.553 　0.641 　0.640
（0.027）＊＊＊ （0.027）＊＊＊ （0.025）＊＊＊ （0.025）＊＊＊

日本円 　0.051 　0.051 　0.011 　0.012 －0.023 －0.022
（0.010）＊＊＊ （0.010）＊＊＊ （0.008） （0.008） （0.010）＊＊ （0.010）＊＊

自由度調整済 R2 　0.649 　0.648 　0.630 　0.630 　0.411 　0.409
DW 統計量 　1.924 　1.929 　1.913 　1.904 　1.931 　1.925

ノルウェークローネ カナダドル
定数項 　0.001 　0.001 　0.001 　0.000

（0.001） （0.001） （0.001） （0.001）
1 期ラグ付き変数 －0.020 －0.032

（0.017） （0.017）＊

人民元 　0.020 　0.018 　0.006 　0.005
（0.019） （0.019） （0.017） （0.017）

米ドル －0.017 －0.015 　0.304 　0.309
（0.031） （0.030） （0.028）＊＊＊ （0.028）＊＊＊

ユーロ 　0.903 　0.904 　0.340 　0.343
（0.031）＊＊＊ （0.031）＊＊＊ （0.028）＊＊＊ （0.028）＊＊＊

英ポンド 　0.133 　0.135 　0.398 　0.395
（0.035）＊＊＊ （0.035）＊＊＊ （0.032）＊＊＊ （0.032）＊＊＊

日本円 －0.063 －0.062 －0.022 －0.021
（0.011）＊＊＊ （0.011）＊＊＊ （0.010）＊＊ （0.010）＊＊

自由度調整済 R2 　0.566 　0.566 　0.610 　0.609
DW 統計量 　1.937 　1.936 　1.953 　1.955

表 5　人民元の波及効果の推計結果：瞬時の効果

- 152 -

アジア新興国が国際金融市場に与えるインパクトについて

137_CW6_AX344D04.indd   152 2019/02/27   19:11:56



（１）　2015 年 8月 11 日以前
米ドル 英ポンド ユーロ

定数項 　0.001 　0.001 －0.001 －0.000 －0.003 －0.003
（0.001） （0.001） （0.001） （0.001） （0.001）＊＊＊ （0.001）＊＊＊

1 期ラグ付き変数 　0.060 －0.113 －0.007
（0.041） （0.040）＊＊＊ （0.031）

人民元 　0.018 　0.039 　0.006 　0.004 －0.043 －0.043
（0.025） （0.021）＊ （0.022） （0.022） （0.019）＊＊ （0.019）＊＊

米ドル 　0.003 －0.044 　0.052 　0.052
（0.035） （0.031） （0.031）＊ （0.031）＊

ユーロ 　0.019 　0.012 　0.036 －0.020
（0.042） （0.041） （0.035） （0.029）

英ポンド －0.062 －0.029 －0.080 －0.084
（0.047） （0.042） （0.035）＊＊ （0.029）＊＊＊

日本円 －0.083 －0.080 －0.015 －0.017 －0.034 －0.034
（0.015）＊＊＊ （0.015）＊＊＊ （0.013） （0.013） （0.011）＊＊＊ （0.011）＊＊＊

自由度調整済 R2 　0.021 　0.020 　0.008 　0.003 　0.019 　0.020
DW 統計量 　1.809 　1.809 　1.709 　1.713 　1.779 　1.779

ノルウェークローネ カナダドル
定数項 －0.002 －0.003 －0.001 －0.001

（0.001）＊＊＊ （0.001）＊＊＊ （0.001） （0.001）
1 期ラグ付き変数 －0.266 －0.071

（0.034）＊＊＊ （0.039）＊

人民元 －0.037 －0.042 －0.004 －0.005
（0.024） （0.025）＊ （0.025） （0.025）

米ドル －0.062 －0.058 　0.094 　0.072
（0.040） （0.040） （0.042）＊＊ （0.040）＊

ユーロ 　0.229 －0.011 　0.065 　0.041
（0.051）＊＊＊ （0.041） （0.043） （0.040）

英ポンド 　0.007 －0.029 －0.011 －0.138
（0.046） （0.046） （0.049）＊＊ （0.046）＊＊＊

日本円 －0.007 　0.009 －0.043 －0.042
（0.014） （0.015） （0.014）＊＊＊ （0.014）＊＊＊

自由度調整済 R2 　0.055 　0.016 　0.012 　0.010
DW 統計量 　1.879 　1.829 　1.706 　1.703

表 6　人民元の波及効果の推計結果：1時間ラグの効果

（２）　2015 年 8月 11 日以後
米ドル 英ポンド ユーロ

定数項 　0.003 　0.003 　0.001 　0.001 －0.002 －0.001
（0.001）＊＊ （0.001）＊＊ （0.003） （0.003） （0.001）＊＊ （0.001）

1 期ラグ付き変数 　0.158 　0.794 －0.321
（0.040）＊＊＊ （0.093）＊＊＊ （0.050）＊＊＊

人民元 　0.049 　0.067 　0.047 　0.077 　0.027 　0.021
（0.017）＊＊＊ （0.017）＊＊＊ （0.042） （0.043）＊ （0.014）＊ （0.014）

米ドル －0.475 －0.198 －0.157 －0.175
（0.096）＊＊＊ （0.094）＊＊ （0.031）＊＊＊ （0.032）＊＊＊

ユーロ 　0.115 　0.137 －0.772 －0.376
（0.064）＊ （0.064）＊＊ （0.153）＊＊＊ （0.152）＊＊

英ポンド －0.171 －0.118 　0.170 　0.110
（0.039）＊＊＊ （0.037）＊＊＊ （0.030）＊＊＊ （0.030）＊＊＊

日本円 －0.047 －0.037 －0.134 －0.275 －0.040 －0.055
（0.025）＊ （0.025） （0.059）＊＊ （0.059）＊＊＊ （0.019）＊＊ （0.020）＊＊＊

自由度調整済 R2 　0.044 　0.026 　0.120 　0.041 　0.100 　0.054
DW 統計量 　1.999 　2.009 　1.943 　2.000 　1.952 　2.018

ノルウェークローネ カナダドル
定数項 　0.000 －0.000 　0.000 －0.000

（0.001） （0.001） （0.001） （0.001）
1 期ラグ付き変数 　0.162 　0.213

（0.083）＊ （0.050）＊＊＊

人民元 　0.033 　0.039 　0.020 　0.037
（0.026） （0.025） （0.021） （0.020）＊

米ドル －0.181 －0.177 　0.009 　0.094
（0.058）＊＊＊ （0.059）＊＊＊ （0.050） （0.047）＊＊

ユーロ －0.580 －0.459 －0.109 －0.056
（0.111）＊＊＊ （0.093）＊＊＊ （0.075） （0.075）

英ポンド 　0.435 　0.473 －0.009 　0.082
（0.060）＊＊＊ （0.057）＊＊＊ （0.050） （0.046）＊

日本円 －0.140 －0.153 －0.052 －0.069
（0.037）＊＊＊ （0.036）＊＊＊ （0.029）＊ （0.029）＊＊

自由度調整済 R2 　0.140 　0.137 　0.053 　0.032
DW 統計量 　2.023 　2.040 　1.954 　1.970

（注）　括弧の中は標準偏差。＊＝10% 有意，＊＊＝5% 有意，および＊＊＊＝1% 有意。

- 153 -

〈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〉

137_CW6_AX344D04.indd   153 2019/02/27   19:11:57



たのかを検証した。株式市場においては，先進
国からアジア新興国・地域への波及効果が，ア
ジア新興国・地域から先進国への波及効果より
も大きいものの，GFC 以降，アジア新興国・
地域からの波及効果は無視できないものとなっ
たことが明らかにされた。ただし，株式市場に
おける波及効果は主として金融部門より製造業
におけるショックによるものであることも示さ
れた。このことは，GFC 以降のアジア新興国・
地域における製造業でのショックの増大が株価
の波及効果を高めてきたことを示唆している。
一方，外国為替市場においては，中国人民銀行
の為替政策の変更が 2015 年夏以降多くの先進
国に正の波及効果をもたらすようになったこと

が明らかにされた。このことは，世界経済にお
けるアジアのプレゼンスが高まる中で，国際金
融市場においてアジアの影響が強まっているこ
とを示唆している。
　過去 20 年間にわたり，アジア新興国・地域
の世界経済における役割は飛躍的に高まってい
る。結果として，新興国経済におけるマクロファ
ンダメンタルショックは，先進国に大きな波及
効果をもたらすようになってきている。本研究
で得られた実証結果は，たとえアジア新興国・
地域の金融市場の発展速度がゆっくりであった
としても，アジア新興国・地域のインパクトが
国際金融市場においても高まりつつあるという
見解を支持するものとなっている。
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