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  論文要旨 

 

全体テーマより、グローバル経済セクションの目的は、経済的視点からグローバル化の

進む世界における主権国家と国際社会のあり方を捉える事であるという前提に立ち、問題

意識の選定を行なった。その結果、経済のグローバル化を担ってきた多国籍企業やヘッジ

ファンドに注目し、「国家以外のアクターによる非倫理的な利益追求行動により、様々な問

題が引き起こされていること」を問題意識とした。また、グローバル化が進んでいる分野

として金融、さらには通貨取引を取り上げ、「様々な問題」を為替相場の不安定を上げる事

となった。相次ぐ通貨・金融危機を受け、国際通貨体制の再考がトービン税や CTT という

形で促されつつある中、地域的・国際的以外に、国家単体で自国為替相場の不安定とそれ

による実体経済への悪影響を抑える事はできないのだろうか、という疑問を持った。そこ

から、チリのエンカヘという強制預託制度に着目し、「国家単体でも為替相場の急激な変動

を抑える事が可能ではないか」という仮説を立てるに至った。ここまでが、序章、第 1 章

にあたる。それを受けて第 2 章では、チリでエンカヘが導入された背景と、エンカヘの概

要を説明した。第 3 章では、第１節で短期資本流入がもたらす経済的な問題を、アジア通

貨危機を事例に検証したのちに、第 2 節においてチリのエンカヘは短期資本流入の抑制を

可能とすることを分析した。第３節では特にエンカヘが一国で導入可能という点に注目し、

そして第４節ではエンカヘの課題点についてタイの失敗例をもとに言及した。 

第四章では、国家の積極的な経済介入の重要性、国家単体における問題解決能力の考察

から、主権国家の変容を述べた。 

そして、今回の事例であるチリのエンカヘが通貨価値の安定がもたらす国際社会の安定

への貢献について述べ、この事例が国際社会に提示する柔軟で効果的な対処のあり方を考

察した。 

終章では結論と、そこから考えられることをまとめた。 
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序章 

 

本年度の十大学セミナーのテーマは、「国際秩序の再考―変容する主権国家と国際社会の

安定―」である。このことから、我々、グローバル経済セクションの目的は、経済的視点か

ら、グローバル化の進む世界における主権国家と国際社会のあり方を捉える事であると考

える。 

本稿を始めるにあたって、この章では、まず第 1 節でグローバル経済に触れつつ、我々

が抱く問題意識を描き出し、第 2 節を通し、我々がチリのエンカヘ制度という事例を選定

した理由、そして金融という分野を扱う意義を提示したい。 

 

1) グローバル経済 

今日の世界において、グローバル化はどの様な意味を持つのか。特に経済の分野に置い

てそれは、(1)企業の多国籍化、(2)市場経済化、そして(3)経済の金融化として捉えることが

できる。グローバル化は世界の GDP を増加させるなど、国際経済の発展に寄与してきた一

方で、格差の拡大など様々な負の側面をも見せてきた。 

一度グローバル化の要因に立ち返ってみると、そこには多国籍企業やヘッジファンドな

ど、国家以外のアクターがある。それらは経済のグローバル化の一端を担ってきた一方、

その利益追求行動が世界の至る所で歪みをもたらしてきた現実がある。それらの影響力は

時に国家の管理能力を危うくするまでに大きくなった。そこで、経済セクションでは「国

家以外のアクターの非倫理的な利益追求によって引き起こされる様々な問題」に問題意識

を置き、具体的な問題として、アジア通貨危機を扱う事となった。 

 

2) 事例選定 

現代の多岐に渡る経済分野の中でも、金融に着目する意義を考えたい。 

 金融は、最もグローバル化が進んだ分野であると言われ、世界の金融資産はその対世界

ＧＤＰ比の 3.5 倍にも上る(2006 年)。１今や、国際金融の安定が国際経済の安定にとって

不可欠である事は火を見るより明らかである。また、数え切れない金融・通貨危機とその

影響から、為替相場のコントロールは、国際経済における国家の悩みの種の一つと言って

いいだろう。しかし 1 秒毎に変化をみせる金融市場の動きを予測する事は不可能に近く、

金融・通貨危機が起こる度に、何らかの有効な金融制度の必要が叫ばれてきた。もはや国

家単体の力ではこれらの問題に対処できないというのである。我々は、ここに疑問を抱い

た。もはや国家は、金融・通貨市場、そしてそこで活動する他アクターの動きを制御でき

ないのか、地域的・国際的動きを待つしか手はないのか、為替相場の動きに翻弄される以

外ないのか、と。 

世界各国でも、先進国・途上国を問わず、金融市場の安定は一つの課題として注目を集

めている。そのことは、古くは 70年代のトービン税の提案から、今日の CTT（通 
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貨取引税）を巡る動きに見て取ることができる。しかし、国際規範としてのトービン税

構想、また EU における地域的 CTT 構想は、コンセンサスをとる難しさをはじめ、諸々の

理由から、成果を上げることが出来ていない。有効な金融制度の構築が遅々として進まな

い現状において、主権国家は自国益を守るために、何ができるのであろうか。 

以上のことから、我々は、国家の可能性を探るべく、CTT の一種である、チリのエンカ

ヘに着目した。 

 

3) 本稿の構成 

我々の仮説は、「国家単体でも為替相場の急激な変動を抑える事が可能ではないか」とい

うものである。これを検証するために、以下のように章を展開する。 

まず第 1 章では、現代における金融・通貨の不安定さを、アジア通貨危機を例に取り分

析しつつ、問題意識、問い、仮説を提示する。第 2章ではトービン税から CTT に至る流れ

とエンカヘの概要の説明を行う。第 3 章では、一国で導入されたエンカヘがいかに為替相

場の変動を抑えているか、またその効果と問題点を示す。第 4 章では、エンカヘから見る

主権国家の変容と、国際社会の安定について言及する。 

 

第 1章：アジア通貨危機から見る金融・通貨の不安定さ 

 

 本章では、経済のグローバル化に伴う金融の不安定さを、歴史とイデオロギーの視点か

ら見る。そしてそこからグローバル化に伴う主権国家の影響力について述べる。次にアジ

ア通貨危機を通して問題意識を説明し、チェンマイ・イニシアティブ（以下 CMI）との比

較から問いと仮説を導く。最後にチリのエンカヘを紹介する。 

 

第 1節 グローバル化に伴う金融の不安定さ 

1）歴史からのアプローチ 

グローバル化とはヒト・モノ・カネの国境を超えた移動が大規模に、頻繁になることを

意味する。1970年代からの IT 技術の進展に伴い 1980年代に起きた情報通信革命はその広

がりと深さを格段に進めた。特に経済取引の自由化、なかでも国際金融取引の自由化を進

める上でそれは極めて重要な要素となった。1970年代初頭に経済大国が変動相場制に移行

すると、資本移動は情報通信革命と結びつき、ほぼすべての時間帯を通して稼働し続ける

グローバルな金融ネットワークを出現させた。実体経済活動を伴わない為替取引は世界経

済の不安定性を増大させた。 

 変動相場制になると、為替リスクや金利リスクは拡大し、投機的な取引が激増した。投

機とは価格変動それ自体から価格差益を獲得しようとする取引であり、価格の予想に基づ

いて単なる価格変動それ自体から収益を得ようとする。一般的に投機の資金は借入れに依

存する傾向が強いので、投機の失敗は資金の借り入れ先に損失を与え、金融市場に混乱・
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麻痺をもたらす可能性が大きいと言える。融資元は事業分野だけでなく、為替変動にもリ

スクを持つことになったのだ。1980年代からの投機の大規模化は世界各地でバブルを発生

させ、その崩壊とともに様々な金融危機を発生させた。また、金融工学の発展に伴う金融

の持つ「リスクの商品化」は、2007年のサブプライム問題に代表される金融危機の要因と

なった。 

2）イデオロギーからのアプローチ 

1929 年の世界大恐慌では、アメリカ人の 4人に 1人が失業者となった。経済学者のケイ

ンズ（John Maynard Keynes）は資本主義とは、もともと恐慌を引き起こし、失業者を生

み出すメカニズムであり、市場任せでは問題は解決しないと説いた。政府が経済に介入し、

公共投資などを行い、景気を刺激して需要を作り、雇用を生み出すべきだとする考えは広

く支持され、1940 年代から 60 年代まではケインズ全盛の時代となった。しかし、経済成

長の鈍化、支出の増大による慢性的な財政赤字、73年の石油危機後のインフレと景気停滞・

高失業が併存するスタグフレーションはケインズ経済学では説明しがたい現象であり、そ

の経済学・経済政策の有用性に対する疑問や批判が高まっていった。 

こうした中、1978年にイギリスでサッチャー首相が、81 年にアメリカでレーガン大統領

が新自由主義的な考えを強く打ち出すと、国家の経済への介入は減少した。公的機関の民

営化や規制緩和が進められ、自由競争と市場原理が強調された。また、企業がコストを最

大限に抑えて投資家への収益を最大限にするためには、世界中いかなる場所でも事業活動

を展開できるようにしなければならず、貿易・投資の自由化も行われた。こうした規制緩

和が進められる中、多国籍企業やヘッジファンドの市場への影響力が増した。 

3）主権国家の変容 

 以上で述べたグローバル化による金融の不安定さと、新自由主義的政策をとる国家の規

制緩和・市場メカニズム重視の姿勢により、多国籍企業やヘッジファンドの市場への影響

力が増した。一方で、扱う問題の範囲が拡大したために、国家は自国の経済をコントロー

ルすることが難しくなった。これを我々は、国家の影響力の相対的な減少とみなし、主権

国家が相対的に変容していると捉えた。 

 

第 2節 アジア通貨危機から導く問題意識 

規制緩和と非倫理的行動により起きた事例としてアジア通貨危機を取り上げる。 

グローバル金融資本主義の元、タイ通貨危機が起こった背景と原因、アジア通貨危機へ

と拡大した経緯について述べる。 

1993 年に世界銀行が「東アジアの奇跡―経済成長と政府の役割」を発表し、東南アジア

を含む東アジア諸国の急速な経済成長を分析したように、タイは東南アジアの中で安定し

た経済成長を維持してきた。それに伴い、タイ政府は性急とも言える資本取引の自由化を

推し進めた。具体的には、1990～95 年にかけて国際資本の流入と流出の自由化を推進し、

90 年代後半に入ると、金利上限の廃止などの金融自由化・規制緩和に踏み切った。経済成
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長への期待が強く、為替リスクの危険が薄いために、タイへの投機性の強い短期民間資本

が一気に増加した。しかしその後、市場で注目される存在であるヘッジファンドの投機攻

撃により、群集行動とも呼べる効果が現れ、投資家の態度が急変し、民間資本の急激な逆

転をもたらした。（表１参照） 

 

表 1：通貨危機時におけるタイの資本収支動向（単位：100 万ドル）２ 

 

投機攻撃により、ヘッジファンドの資金力とタイ政府が持つ外貨量のシーソーゲームと

なってしまった結果、タイ政府は自国通貨を買い支えることができず、ドル固定制を放棄

し、変動相場制に移行した。しかし、これにより通貨の価値は大幅に下落し、タイ通貨危

機となってしまった。（図 1参照） 

 

図１：米ドル・タイバーツ 為替の推移３ 

 

 

ここで言うヘッジファンドとは、富裕層や機関投資家から巨額の資金を預かって高収益

での運用を請け負う私的な投資運用集団を指す。また投機攻撃とは、先物バーツ売り、あ

るいはバーツの借り入れによる直物バーツ売り（空売り）のことである。 

このタイ国内で起きた通貨危機はアジア全体に波及し、アジア金融危機となった。マレ

ーシア、フィリピン、インドネシアは、タイと同じくドルペッグ制を採用しており、タイ

で利益を得たヘッジファンドが同様の利益を得るためにそれらの諸国へと投機攻撃をしか

けたのである。 

  1993 年 1994 年 1995 年 1996 年 1997 年 

直接投資 1,571 873 1,182 1,405 2,497 

証券投資 5,455 2,481 4,081 3,544 3,856 

その他 3,473 8,812 16,645 14,537 -21,794 
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1997 年に起きたタイ通貨危機により、翌年 1998 年の経済成長率は前年比マイナス

10.51％と、大きく後退した。（図 2参照） 

 

図 2:タイの実質経済成長率の推移４ 

 

  

ここまで述べたように、アジア通貨危機は、(1)大量な外国資本の流入と逆流(2)性急な資

本取引の自由化（3）短期的資本流入、の 3 つが主な原因である。国家は自国の問題は自国

で解決していくが、グローバル化を背景として起きたアジア通貨危機の例を見れば明らか

なように、問題が次々に周辺国に波及し、他アクターの影響力が増したことで、国家単体

では対処できなくなっている。以上をふまえ我々は、国家以外のアクターの非倫理的な行

動が様々な問題を引き起こしている、ということに問題意識を設定した。 

 

第 3節 チェンマイ・イニシアティブとの比較から導く問いと仮説 

 本節では、序章で触れた仮説を設定した経緯について事例を通して説明する。 

 先述したアジア通貨危機を踏まえ、一国での対処は難しいという見解から生まれたのが

チェンマイ・イニシアチブ(CMI)である。CMI は通貨価値が急落したときに備えて米ドル

などの外貨をプールしておく構想である。1997 年に起きたアジア通貨危機を反省し、99 年

第 3回 ASEAN+3首脳会議にてその必要性が言及された。翌年第 2回 ASEAN+3蔵相会議

にて合意され、二国間の協定は 2003 年末までに完成した。これを踏まえ、04年に CMI の

効力を発揮するシステムが再検討され、06年には、CMIをさらに発展させることで合意し、

翌年の会議ではその段階を踏んでアプローチしていくための原則を一致させ、多国間でも

交渉を可能にするシステムのマルチ化が具体的なものとなった。08年には CMI の規模を拡

大することで合意がなされた。以上が CMI の成立背景とこれまでの流れである。 

 次に、上記の過程で見られた弊害について述べる。まず挙げられるのが、二国間で個々

に締結していかなければならないため、手続きに時間がかかるという点である。この二国

間での締結が計 16回行われなければならない。また、多く拠出した方が会議での議決権が

大きくなるため、日本と中国は CMI への外貨資金の拠出量について争い、会議が延期・延

長された。2006年には、小泉首相の靖国神社参拝問題が原因で、会議が延期された。 

 以上のようにある国が他国と協力する過程には、拠出額の争いや外交問題といった様々
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な弊害があることがわかる。 

 先述したように、国家の影響力は他アクターと比べて低下している。しかし、我々はこ

れらに疑問を持ち「他国と協力する以前に国家単体での問題の対処は不可能なのか」とい

う問いから「国家単体での問題の対処は可能である」という仮説を立てた。 

 

第 4節 本論文で扱う事例 

 本論文で扱う事例は、チリのエンカヘである。 

 新自由主義に基づく今日のグローバル経済において、政府が経済に介入するエンカヘは

意義深いと考える。またエンカヘを導入することは、その国の通貨価値の安定につながる

とされている。一国での導入が可能であるエンカヘをチリのみならず他国も導入すれば、

それぞれの通貨価値は安定する。そしてそれは国際社会全体の通貨価値が安定することに

つながると考えられる。 

 このような可能性があるエンカヘを、なぜチリが導入したのか、エンカヘとはどのよう

なシステムなのか、チリはどのような政策を取ったのかについて 2章で述べる。 

 

第 2章：債務危機からエンカヘの導入まで 

 

1 章では問題意識に対する問いと仮説を述べた。本章では仮説を証明する事例としてチリ

のエンカヘを紹介する。なぜチリがエンカヘを導入したのか、そもそもエンカヘとはどの

ようなシステムなのか、チリの経済政策を追っていく。 

 

第 1節 トービン税から通貨取引税、エンカヘ 

まずエンカヘが採用されるまでの歴史について述べる。エンカヘの起源はトービン税に

遡る。トービン税は、1972 年アメリカの経済学者ジェームズ・トービン（James Tobin）

が、為替市場における投機の抑制を目的に、全ての外国為替取引に対して定率の税を課そ

うと提案したことから始まる。当初は１％という高い税率が通常の通貨取引の妨げとなる

のではないかと批判されていた。しかし、1990 年代の通貨危機や金融危機とともにその姿

勢は見直されるようになり、数々の議論を経て、ドイツの経済学者、ポール・B・スパーン

（Paul B Spahn）により、二段階課税が提唱された。二段階課税とは、通常は取引の妨げ

にならない程度の少ない課税だが、通貨価値に激しい変化があると高課税が課せられるシ

ステムである。これは取引自動停止措置として作用し、安定した通貨環境をつくるとされ

る。またすべての通貨取引は最終的に中央銀行を経由することが新たな条件として追加さ

れた。このようにして金融市場の世界的な管理や、責任の明確さ、実効性をさらに追及し

てトービン税を改善したのが、通貨取引税(CTT)である。これは多国間での連携がとれずな

かなか実行に移されなかったが、実際にこれを一国で導入し成功させたのがチリである。

チリで行われた通貨取引税はエンカヘと呼ばれ、投機を抑制し、金融市場を安定させた。 
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第 2節 チリの債務危機 

ではなぜチリでエンカヘが導入されたのか。その歴史は1982年の債務危機に遡る。1973

年に発足したピノチェト軍事政権は、それまでの社会主義体制を自由開放政策へ転換し、

資本取引の自由化、金利自由化など金融の自由化を急速に進めた。当時のチリでは通貨を

切り下げまたは切り上げる必要がある際、連続的かつ小刻みに変更する準固定相場制とも

呼べるクローリング・ペッグ制を採用していた。しかし79年にはインフレ対策として、固

定相場制に改めた。さらなる資本の自由化が進められ、マネーサプライが流出した。国内

のマネーサプライが減るということは、その需要が増え供給が減ることであり、需供関係

から金利の上昇につながった。この国内金利と国際金利の差を狙って大量の資金が流入し、

不動産の価格上昇を招いた。物価の上昇は止まらず、固定相場制はインフレに対応できず、

対外債務残高は79年の56億ドルから、81年には156億ドル（対GDP比48％）に急増した（3

章の表5参照）。さらにペソ高により輸出産業などで経営破綻が相次ぎ、年間倒産件数は77

～81年の平均277件から、82年には約3倍の822件に増えた。この様な国内金利の急上昇と

不況を通じて、82年には債務危機が引き起こされた。加えて、第二次石油危機が経済政策

の失敗に追討ちをかけた。原油価格の急騰により、世界同時不況が起きた。さらに、輸出

の約50％を占める銅価格の急落により、貿易赤字が拡大した。そのため、チリ政府は82年6

月に赤字拡大に歯止めをかけるべく、クローリング・ペッグ制に戻した。それでも資本の

自由化に対応しきれず、ペソは急落し、ドル建て債務の負担を増加させた。81年末の対外

債務残高は173億ドル（対GDP比71％）に達した。このように国際収支が悪化する中で、

82年のメキシコの対外債務の支払い猶予により、外資流入が急減し、チリ政府は資金繰り

ができなくなり、その結果同年9月にIMFに対して資金援助を要請するに至った。 

 

図 3：チリの国内投資、国内貯蓄、外国投資（GDP 比）５   

 

図３より、国内貯蓄・外国貯蓄ともに、1982年に急激に落ち込んでいることがわかる。 

第3節 チリの経済政策 

債務危機発生直後の 1983 年には、チリの不良債権は自己資本の 3.5倍に達していた。こ



第 39期十大学合同セミナー総括論文 

グローバル経済セクション 

9 

 

こからどのようにチリは経済を回復させていったのか。まず中央銀行の権限を拡大した。

それまでは金融市場および資本移動に対する介入を最小限にとどめていたが、債務危機を

契機に積極的に介入し、債権の肩代わりや債務の政府保証により、企業の大型倒産と金融

システムの破綻を防いだ。さらに、政府はそれまで急速に進めた自由化政策の一部を後退

させた。また IMFと世界銀行から融資を受けたため、83年以降は彼らと協力し、経済の安

定化政策を実施した。債務の削減や輸出振興、インフレ抑制を目指した。85 年から政府は

クローリング・ペッグ制とペソの大幅切り下げにより、輸出促進と輸入代替を目指した。

これらが功を奏し、1986年以降は、輸出主導型の高成長軌道に乗り、1986年から 89年に

平均実質 GDP 成長率 7.2%を記録した。その結果、92年には合計 113億ドルの対外債務の

削減に成功した。(3章の表 5参照) 

これまでは金融システムの破綻処理に追われた中央銀行だったが、債務の削減により、

ここからようやく本来の金融調節機能を発揮するようになる。債務危機は、金融システム

の十分な改革がなされないまま固定相場制のもとで資本移動の自由化が進められたために

生じたことを受け、チリ政府は中央銀行に広範な自治権を付与した新中央銀行法を公布し

た。この中で、中央銀行の役割にインフレによる通貨価値の下落防止、国際収支危機の防

止、そして物価の安定を掲げた。公開市場操作や流動性の規制を行うことにより、中央銀

行は的確な金融政策を遂行するための基盤を整えた。中央銀行の柔軟な対応により、国際

競争力をつけたチリはさらに輸出を促進し、90 年代には資本の自由化を選択的に進めた。

ここでは長期資本、特に直接投資の自由化が認められた。これにより外国からの対チリ投

資が増え、資本流入の自由化につながった。しかし 82年の債務危機の反省を踏まえ、為替

相場の過度な上昇と投機的な短期債務を回避しようと考え、チリ政府は 91年から、エンカ

ヘと呼ばれる資本の流入規制に踏み切った。国際資本市場で債券や株式を発行したチリ企

業が債務不履行になることを恐れたのである。 

 

第 4節 エンカヘとは 

エンカヘとは実際にどのようなシステムなのか。それは、あらゆる目的で流入する外国

資本に対し、一定割合を一定期間、中央銀行に無利子で強制的に預託させるという一種の

トービン税である。短期の外国為替取引を攪乱的とみなし、短期的な売買を繰り返すこと

のメリットをなくそうとする点で、通貨取引税と一致している。初めに規制を導入した際

には、エンカヘの適用対象は貿易金融を除くあらゆる外国資本で、預託期間は融資期間に

応じて 90日から最高 1年であった。その後、92年 5月に預託率を 20%から 30%に引き上

げ、預託期間を融資期間に関わらず、一律 1 年とした。また 95年 6月にはエンカヘの対象

を投機性のあるすべての取引にまで拡大した。しかし、その後のアジア通貨危機の影響で

98 年以後、チリは資本流入不足に直面する。預託割合は段階的に下げられ、98年 9月には

ゼロにまで低下し、実質的に短期資本流入規制は停止した。チリ債務危機とアジア通貨危

機は、無謀な資本自由化によって引き起こされた点で共通しているが、チリは同国の債務
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危機から約 15年を経て起きたアジア通貨危機からは、それほど膨大な被害は受けずに済ん

だ。 

 

図 4：外貨準備高の推移６  

 

 

1991 年エンカヘ導入後、チリの外貨準備高は増え、為替相場は安定している。1994 年メ

キシコ・ペソ危機、97年のアジア通貨危機、99年ブラジル通貨危機、2001 年アルゼンチ

ン危機があった。しかし上のグラフから、このような通貨危機の際、チリは暴落した自国

通貨の買い支えのために外貨準備を過度に切り崩してはいないことがわかる。以上のこと

から、チリがエンカヘによって巨額の資本移動に耐えうる金融システムを樹立できたとい

える。次の章では本章を踏まえて、まずは資本流入が経済にもたらす悪影響を検証したの

ちに、エンカヘがいかにその悪影響を回避しうるものか検証していく。 

 

第３章：エンカヘの有意性と課題 

 

第 2 章ではエンカヘの歴史的な背景や事実とそのシステムについて触れた。第 3 章では

それらをふまえた上で、まず第 1節で短期資本流入により生じる問題を検証する。次に第 2

節と第 3 節においてエンカヘの有意性を提示し、我々の主張を述べる。そして最後に第 4

節にてエンカヘの問題点について考察する。 

 

第 1節 短期資本流入が及ぼす問題 

本節では、１章で挙げられていたアジア通貨危機の一因とされる短期資本の流入がどの

ようにして為替レートを不安定の波に陥れたのかを検証する。ここで注意しておきたいこ

とは、短期の多大な資本流入がアジア通貨危機の直接的な問題点ではあったものの、それ

は全くもって利益がないというものではない。まずは短期の資本流入がもたらし得る利益

を整理したのち、本題であるリスクや問題点を東アジアの具体的な事例にあてはめて見て

いきたい。 
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資本流入の利益としては、主に以下の四点が挙げられる。まず一点目に異時点間の意思

決定をより効率化させること。二点目に消費をスムーズなものにすること。三点目に将来

のリターンを担保に投資活動を行うことを容易にすること。四点目に負債を負うにあたり

リスク分散を図ることを容易にすること。といったものである。こういった利益を認めな

がらも、通貨危機を起こすリスクの高いものであるという認識が強い傾向にある。ここに

おいて通貨危機のリスクとは、大量の資本が流入するものの、それがある日突然ストップ

する、あるいは投資家が一斉に資本の回収にはしる可能性があるということである。次に

アジア通貨危機の原因と並行して短期資本流入がもたらす危険性について触れる。1980年

代前半までのアジアでは通常、貯蓄率が高く財政黒字で、インフレ率は低く為替相場も適

正な水準にあった。 

   

図 5：実質経済成長率の推移 マレーシアと日本の比較７ 

 

   

図 6：実質経済成長率の推移 タイと日本の比較８ 

 

しかし80年代後半にIMF勧告による急激な金融自由化があった。具体的には顧客開拓の

一環として短期外貨融資と証券投資を積極化するという内容の政策である。これを機に外
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貨金融に不自由を感じていた民間企業の中には、低利短期の外貨借入に走るものが現れた。

さらに欧米の銀行や投資機関は80年代に高度経済成長を達成していたタイ、マレーシア、

インドネシア、韓国などの国について、かねてより旨味のあるビジネスへの参入を狙って

いた、という側面も併せ持っていた。アジア通貨危機の背景には資本流入を引き起こし得

る高度経済成長と金融自由化が重なって、投機攻撃の的となったということである。借入

短期外貨資金はもっぱらノンバンク（金融業者のなかで、預貯金サービスを行なわず融資

のみを営んでいる業者）や不動産などの非貿易財産業に投入されていた。タイにおいては

これらの業者が経営難に陥っているにもかかわらず、融資を継続し国内の銀行自身が不良

債権を大量に抱えてしまったために、欧米銀行からの借入調達の借り換えと、運用の仲介

がうまくいかなくなった。そういった問題を察知した外国銀行が急激に資金引き揚げを始

める。この一連の流れがタイのバーツ暴落ひいてはアジア通貨危機へと伝播するに至った。 

また、国際的な資本移動は、国内の景気循環と同調・連動する傾向があり、景気が好調

なときに大量の資本流入が起こる。それがさらに景気を増幅させ、さらなる資本流入につ

ながり、バブルを引き起こすという問題がある。そのため、資本流入が活発化すると、安

定的な経済成長や物価の安定など国内の経済政策目標を達成できない可能性が生まれやす

い。 

 

 第 2節 エンカヘの有意性 

 

前節のアジア危機を例とするように、投機的短期資本の流入が為替相場を揺るがし金融

危機を誘発することを述べた。本節では、チリにおいて実施された｢エンカヘ｣が短期資本

の流入を抑制したこと、さらにそれによって安定した為替相場を維持したことを分析する。 

1)エンカヘによる投機的短期資本の流入抑制 

前節で述べたように、短期資本の流入は好景気時に起こりやすい。実際、チリにおいて

も 80 年代後半から始まった経済成長に伴い、資本の流入やインフレーションが予測され

始めていた。そこでチリ政府は 82 年の債務危機の経験を踏まえ、投機的な短期資本の流

入を防ぐためにエンカヘを導入した。 

表 2 はチリの国際収支の遍歴(1990～1999)をまとめたものである。各年の短期資本の流

入額に注目してみると、1990年が 12億 8300 万ドル、1991年は 3億 5200 万ドルとなっ

ており資本流入が激減している。エンカヘを導入したのが 1991 年 6 月であるから短期資

本の流入規制の効果は如実である。また、短期資本の流入はエンカヘの対象や預託率の変

化に連動していることもわかる。例えば、1992 年に対象が商業銀行の外貨預金に拡大され、

預託率は 20%から 30%に引き上げられたことに伴い、短期資本が 18 億 8640 万ドルから

翌年には 12億 9150 ドルに抑制されている。 

 

表 2：チリの国際収支の遍歴９ 
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また、表 3 は対外債務残高の推移(90～99 年)である。特に債務残高における中長期資本と

短期資本に注目する。 

 

表 3：チリの対外債務残高１０ 

 

 

この表３から、資本比率において中長期資本の割合が増加していることがわかる。一般

的に資本規制を実施すると資本逃避が起こる恐れがあると言われているが、チリの場合は、

短期資本から長期資本へと流入資本の構造を転換することができた。 

また他国を比較する。90 年代にエンカヘを導入してから、総債務における短期債務の割

合をブラジルと比較すると、94 年にブラジル、チリがそれぞれ、20%、25%であったのに

対して、98年には 60%、15%となった。また、資本規制を導入しなかったタイと比較する

と 89年には同水準(約 25%)だったのに対し、95年には資本比率における短期の割合はタイ

に比べて、チリはほぼ半分に抑制した。 

以上のことから、エンカヘは資本構造を転換することによって、アジア通貨危機から派

生した投機攻撃を回避することができた要因の一つであるといえる。 
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実際、アジア通貨危機直後の実質経済成長率をタイ、マレーシア、ブラジルと比較する

と、チリは影響が少ないことがわかる。(図７参照) 

 

図 7：各国の実質経済成長率の推移１１ 

 

 

では、なぜエンカヘは短期資本の流入を抑制できたのか。それはエンカヘが強制預託金

制度であるからだと考えられる。前述したとおり、エンカヘは特に短期資本の流入コスト

を高めることで流入資本の長期化を目指した。外貨建て対外借入、預金、純投資(有価証券

や不動産)、生産活動に無関係な投機的出資金など、あらゆる目的で流入する外国資本に対

して強制預託金を強いる。これによって短期的投資のコストを高め、国内外の短期的金利

差を縮小させているのだ。要するに、自由化された金融市場に対して国家の独自的なマク

ロ金融政策を可能にしたのである。 

加えて、エンカへは様々な国内経済政策の相乗効果によってインフレを沈静化し、チリ

の安定した経済発展の一助となった。 (図 8 参照) 

 

図 8：チリのインフレ率の推移１２ 

 

 

以上のように、チリ政府は短期資本流入を抑制し、金融市場においてのある程度の自律

性を維持しただけでなく、インフレを沈静化し、自国の経済を安定させた。このことから

チリ政府は国内外の課題に対処できたといえる。 

2) 投機的短期資本の抑制と為替相場の安定は経済発展へ繋がる 

前述したチリの資本規制政策により、他国に比べるとアジア通貨危機の影響は少なく、

安定した経済発展を遂げることができた。 
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それはなぜだろうか。まずアジア通貨危機のプロセスを抽象化して考察する。自由化さ

れた金融市場では、資本流入が起これば為替相場が上昇する。為替相場の上昇によって、

輸出は悪化の方向へと向かい、貿易赤字に転じ、経常収支が縮小する。この状態が継続す

れば、経常収支は赤字へと転じ、自国通貨は信用性を失う。そして、資本逃避へと繋がり

為替が崩壊するのである。実際、アジア通貨危機では資本逃避が起きていることがわかる。

(1章 表 1 参照) 

一方で、エンカヘを見てみると、繰り返しになるが短期資本を抑制している。（表 3参照）

また、貿易輸出額はそれほど下がっていない。（図 9参照）経常収支の僅かな悪化はられる

が、ここで強調したいことは資本の逃避は起きていないという事実である。（表 3参照）こ

れはエンカヘが資本の逃避を防ぐことで為替相場の安定に寄与し、インフレ率抑制ように

実体経済にも貢献していることの証である。(図 8参照) 

 

図 9：1960年～99年のチリの輸出(百万ドル)１３ 

 

 

また、エンカヘ導入後のチリは他国と比較しても安定した為替相場を保っていることが

わかる。(図 10)は中南米の貿易相手国通貨を貿易量で加重した実質実効為替レートの推移

(87~09 年)を示したものである。 

87 年から 09年を通して、メキシコやブラジルは変動幅が約 70%であるのに対して、チ

リは約 40%しか変動していない。（1994年のメキシコ通貨危機、1997年のアジア通貨危機、

1999 年のブラジル通貨危機) 

 

図 10：中南米・南アフリカの実効通貨為替レート１４ 

 

つまり、チリが短期資本流入は抑制しつつ、長期資本を呼び込むことで、経済全体とし
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て健全な発展を維持していることがわかる。それを支えたのはチリのエンカヘ導入による

資本規制と為替相場の安定である。 

 

第 3節 国家パワーの再考 

 前節ではエンカヘが為替相場の安定につながるという有意性を証明したが、本節ではエ

ンカヘが国家単体で導入可能であるという優位性を述べる。はじめに多国間での導入が困

難とされる制度の事例としてトービン税を紹介し、次にトービン税の事例と比較してエン

カヘの優位性を提示し、最後にエンカヘの優位性から導いた我々の主張を述べる。 

 2章でも述べたが、トービン税とは 1972 年にジェームズ・トービンが提唱した国際通貨

取引に課税する税システムである。当時は現実的ではないと批判されたが、90 年代後半に

なると金融危機の増加に伴って通貨取引税として再び注目されるようになった。そして

2001 年にフランス、2004 年にベルギーで通貨取引税の導入に関する法律が作られた。しか

し EU の全加盟国において導入された場合に限るという条件付きとなってしまった。つま

り短期資本流入の抑制に理論的に効果があるということは認識されているが、一国だけの

導入では資本逃避が発生してしまうという懸念があるのが現状である。また、EU における

通貨取引税の導入には各加盟国のコンセンサスをとることが必要であるが、多国間での合

意形成は極めて困難であると言わざるをえない。実際に WTO のドーハ・ラウンドにおいて

加盟国が増大し主に農業分野での交渉が決裂したことから見てもそれは明らかである。 

 それではチリのエンカヘはなぜ実行可能性があり短期資本流入の抑制にも一定の効果を

発揮したのだろうか。ひとことで言えばそれは、エンカヘが一国家のみで導入できる性質

を持つということである。つまり実行可能性についていえば、エンカヘは課税などの直接

的な規制ではなく中央銀行への預託という間接的かつ市場的な規制という点において新自

由主義的な考えを持つ人々にとって受け入れやすかったといえる。またシステムについて

言えば前節で述べたように短期資本を抑え、長期資本の割合を増加させることができるの

で、通貨取引税のように資本逃避を過度に恐れる必要はない。システムと実行可能性の両

観点から考察するとエンカヘは国家単位で導入可能であるといえる。これが通貨取引税な

どの他の制度と大きく異なる箇所であり、エンカヘの優位性である。国家単体で導入可能

であることの利点としては主に 2 つあり、ひとつめは多国間でコンセンサスをとる必要が

ないため政策の即時的な導入が可能であるということ、ふたつめとしてそれぞれの国に適

合した独自の政策設定が可能であるということが大きな利点として挙げられる。実際にチ

リ以外のラテンアメリカの国々でもそれぞれエンカヘのような独自強制預託制度を導入し

ており、2005 年にアルゼンチンで 30％、2007 年にコロンビアで 40％、2011 年にブラジ

ルで 60％の資本預託を義務づける政策が導入された。 

 そうするとエンカヘは現在のグローバル経済において何を意味するのだろうか。80 年代

以降の新自由主義の蔓延によって小さな政府が押し進められ、国家の役割は減少してきた。

また ITの発達や経済のグローバル化によって様々なアクターが力を持つようになり国家の



第 39期十大学合同セミナー総括論文 

グローバル経済セクション 

17 

 

力は相対的に縮小し、最近の金融危機からわかるようにグローバルな問題に対して国家は

必然的に対応しきれなくなってきた。しかし前節で述べた通り、このチリのエンカヘはヘ

ッジファンドによる短期資本流入を抑制し通貨危機の被害を抑えることができたのである。

つまり、国家は他アクターの非倫理的行動を抑えグローバルな問題に対して国家単位で対

処することができたのである。チリのエンカヘは主権国家の相対的な縮小が叫ばれる現代

にもかかわらず、主権国家のパワーにはまだ可能性が存在することを示しているのだ。 

 

第 4節 タイの失敗例から見えるエンカヘの課題 

 ここまでエンカヘの利点ばかりを述べてきたが、もちろん問題点がないわけではない。

本節では、エンカヘの導入失敗例を見る事でエンカヘの性質をより深く分析したい。とい

うのも、チリのエンカヘは、極めて高く評価され為替相場の安定に一役買っている。この

成功例を参考にし、コロンビアでは 2007 年の通貨高の局面に実地していて、ブラジル・ア

ルゼンチンにも類似した制度は実地されている。どれも成功例と呼ぶにふさわしい評価を

受けているものである。ところが、タイで 2006 年末に資本規制を導入した事例は成功事例

とは言いがたい。なぜならばタイはチリ型のエンカヘの事例も参考に検討を重ね、外資流

入規制を導入したと言われるが、株式市場への影響が大きく、すぐに撤回を余儀なくされ

た。エンカヘの成功例は多いが、そのなかで希少なエンカヘの失敗例として、タイの事例

を見ていく。 

 2006 年にタイでは資本流入が活発化し、タイバーツが持続的に切り上がるなかで、資本

規制を導入した。その規制こそが先に述べたエンカヘである。そもそもエンカヘとは、一

時的かつ選択的に行う金融政策である。流入資金の一部を中央銀行に預託させるというこ

とは、長期資本を好むものにとって、さほど気に留めるまでもない事かもしれないが、短

期投資を好む投資家にとって、ある意味では税をかけられる以上の煩わしさでもあろう。

だからこそ長期資本流入の減少を抑えつつ、短期資本流入を大幅に減少させる事ができる

のである。しかし、それも長引けば、長期的資本にも影響を及ぼす事が予想される。長期

資本流入の減少を避けるために実地期間は一時的なものにとどめなければならない。また、

タイでのエンカヘ導入直後に証券市場では株価が暴落したため、当局は株式市場に当ては

める事を撤廃した。というのも、チリでは最初、限定的に導入し、その後株式市場に応用

するに至った。段階的な移行であるため、さほど問題は起こらなかった。しかし、タイで

は株式市場への応用において段階を踏まずに行ったため、問題が発生した。タイの強制預

託の割合は 30％とチリ型のそれに近く、ブラジルの 60％などと比べても常識的な数字であ

る。しかしながら、株式市場で株価暴落を引き起こしたのは、他ならぬエンカヘである。

タイの、とりわけ株式市場において、30％の預託率は高すぎたと言う他ない。 

 たとえチリでは問題が発生しなくともタイでは発生してしまった。チリ型のエンカヘ

は万能ではなく、その適用には十分な考慮が必要である。単にその制度を真似て導入する

のみでは不十分なのだ。要するに、エンカヘ等の資本規制は為替・株式市場を含む複合的
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な視点から考察し、自国に見合う形に応用した制度を導入せねばならない。自国の実情に

即したエンカヘの導入こそ、金融危機を予防する新たな基準になりうるのではないか。第4

章では、これまでの事を踏まえ、全体テーマである「主権国家の変容と国際社会の安定」

について、考えていく。 

 

第４章：エンカヘから見る国際社会の安定 

 

第３章では、資本の短期流入が為替を不安定にすることにより生じる諸問題を明らかにし

た。チリにおけるエンカヘという資本流入規制を分析し、一国家での実行可能性、更には

タイでの失敗例を基に実状に即して導入すべきだとする考察を述べた。 

そこで本章では、このチリのエンカヘを基に、第 1節、第 2節で国家の積極的な経済介入

の重要性、一国家における問題解決能力についての考察から主権国家の変容について述べ

る。そして第 3節では、このチリのエンカヘに見る国際社会の安定の可能性を述べる。 

 

第 1節 政府の経済介入から見る主権国家の考察 

3 章で述べた「大きな政府」の国家政策は、新自由主義が蔓延する国際社会の安定にどう

寄与するのだろうか。 

今回のチリのエンカヘという短期資本流入規制においては、前述の強制預託制度を取り

入れ国家が積極的に経済に介入している点で「大きな政府」の役割を有する。しかし利益

追求を目的とせず、国益を守るという立場で、自国経済の保護が主な目的である。 

そもそも新自由主義とは、政府の過度な民間介入を批判して、個人の自由と責任に基づ

く競争と市場原理を重視する考えである。そして、政府は経済介入を極力避ける、いわゆ

る「小さな政府」の立場をとる。 

この新自由主義が台頭する中で、政府による経済への介入が減少したことにより様々な

弊害が生じてきた。例えば、前述のタイの通貨危機からの東アジア諸国への波及の過程か

らその現象は見て取れる。タイの通貨危機は、ヘッジファンドの投機攻撃が原因で生じ、

政府の経済介入がうまく機能しないことも重なって東アジア諸国にまで多大な影響をもた

らした。 

 こうした背景から、南米諸国では 1990 年代に実施された新自由主義改革によって、ベネ

ズエラ、ボリビアなどをはじめとした南米諸国が金融・福祉両面において国家の介入が増

加してきている。一方、北欧諸国であるスウェーデンは、「大きな政府」の象徴である手厚

い社会保障制度を有している。これは、政府が治安や防衛だけではなく、国民の福祉にも

焦点を当て、医療・介護などの社会サービスの供給を通じて、国民生活の向上を目指す国

家であり、政府による積極的な福祉政策が行われている。このように、大きな政府を取り

入れようとする動きは全世界的な動きにもなっている。 

「小さな政府」を掲げた新自由主義に基づく経済の下で生じてきた諸問題を考察するため
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に、政府の積極的な経済介入という視点は今後重要となってくるであろう。 

これまで、国家の経済介入について着目してきたが、次節では国家自体に着目し、一国

家における問題解決能力について分析する。 

 

第 2節 国際経済問題に対する主権国家の対処の考察 

 20 世紀の歴史を振り返ったとき、国内で生起する問題を解決し、経済を成長させ国民と

社会を守ってきたのは、多くの場合国家（政府）であった。しかし、20 世紀後半に入り、

国家による統治が困難に直面した。それをよく表しているのが、数多くの金融危機である。

１５1975 年から 1997年にかけて 158回の通貨危機、54件の銀行危機が起こった。金融危機

の問題を始めとする国境を超えて起こる問題が、顕在化、深刻化したことを背景にして、

国家（政府）は国際問題を解決するには小さすぎると強く認識されるようになった。この

金融危機という国際問題への効果的な対応の欠如は「政府の失敗」を表しているといえる

だろう。 

 「政府の失敗」へのひとつの対応が、構造改革を通じて「小さな政府」を実現し、規制

緩和、民営化を進め市場の努力を最大限に生かすことで、経済成長を図り、国際問題の解

決を試みたのが、新自由主義の考え方であった。そのため、チャンスが均等に配分され、

途上国も成長を遂げていくとされていた。この市場を重視するイデオロギーはサッチャー

政権やレーガン政権から始まり、世界へ浸透していった。新自由主義に基づく政策により、

多くの国で経済成長が促進されたが、それによってすべての国際問題が解決されたわけで

はなかった。むしろ、新自由主義の政策が行われることによって、さらに深刻な問題が新

たに浮上してくる結果となった。格差の拡大を通じて、貧困層をより苦しめることとなっ

た。新自由主義によってもたらされた格差の拡大問題は「市場の失敗」を表しているとい

えるだろう。 

 とはいえ、ニューディール政策のように過度な公共投資は財政赤字を生み出す。それゆ

え「大きな政府」が一概に良い選択とは言い難い。一国の政府が国際問題に対処できない

と言うことがわかるだろう。政府の失敗と市場の失敗の結果、そのどちらでもない、ある

いは両者の短所を最小化し、長所を最大化させるような「第三の道」が注目を浴びるよう

になった。それが、NGO などの市民社会のアクターであった。すなわち、「政府の失敗」、

「市場の失敗」を乗り越え、現状を打開するために、政府だけでなく、NGO や労働組合な

どといった様々なステークホルダー（利害関係者）が安定した国際社会をめざすパートナ

ーとして困難な国際問題の解決に取り組んでいく「共同統治」の必要性が高まってきてい

る。 

 しかし、「共同統治」にはどれほど妥当性があるのだろうか。「国家衰退論」は果たして

事実なのか。国家は世界で起こっている問題に対処できなくなってしまったのだろうか。

そこで、「アジア通貨危機」に代表される「国家衰退論」に疑問を投げかけ、チリのエンカ

ヘを通して、一国家の役割を分析することにした。 
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 際限のない利潤の追求をし、非倫理的行動を起こす非国家アクターである企業の存在す

る国際市場を抑制し、安定した社会の実現には、効果的な対処が必要である。国際金融へ

の対処あるいは規制については、関係アクターの自主性を重視する「ソフト」なアプロー

チと、法的な規制を求める「ハード」なアプローチ、その間にある「中間的」なアプロー

チに分けられる。「ソフト」なアプローチとして、責任投資原則（PRI）や、「中間的」なア

プローチとして、国際機関による国際基準の確立と透明性の強化、「ハード」なアプローチ

としてトービン税構想の実現である。ここでは、エンカヘと同じ「ハード」なアプローチ

であるトービン税について触れる。1972 年に構想されたトービン税は、金融危機問題を解

決する方法の一つであり、再び注目を浴びるようになっている。トービン税は各国が同時

に導入することが条件とされており、国家同士の利益がぶつかり合うことで、議論がなか

なか進まない状況に陥っている。 

 このような国際問題について、多国間の合意による解決の難しさから、一国で対処する

必要が求められていることがわかる。 

 

第 3節 国際社会の安定についての考察 

 はじめに本論での問題意識を国際社会の視点から考察するとき、否定されるべきものは

通貨危機なのであり、その他の国際社会を不安に晒す要素は、ここでは話題にしないもの

として論を進めていくことを明記する。 

今日の経済情勢において仮想経済の混乱はそのまま国際社会の混乱に波及しかねないと

前述の経済のグローバル化の考察で確認した。とくにこの通貨危機というものは為替相場

を乱れた状態にし、国家の通貨価値をさげるという連鎖であり、一国の危機が周辺国に影

響するという広範囲に深刻な弊害をもたらす問題として、予防や、効率的な事後対策が常

に検討、考察されている。その事実において、今回のチリのエンカヘの事例は国際問題の

弊害を実質的に抑制していることの有意義な指標として捉えることができるだろう。ひい

ては通貨価値の安定、為替相場の安定が国際社会の安定の一端を担っているのは明白であ

り、ここで通貨価値の安定を考察することが、国際社会の安定の実現に貢献できることの

一つであると我々は考える。 

通貨危機の具体的な原因は、先に述べたとおりヘッジファンドの投機攻撃による短期資本

流入である。ここから抽象的な要因を考察していきたい。注目しなければならないことは

我々が本論の序章で設定した「国家以外のアクターによる非倫理的な経済的行為」という

問題意識である。ヘッジファンドの投機攻撃と非倫理行為の結びつきを考えると、利潤追

求という現代経済の中心的なイデオロギーの是非の問題の一部であると捉えることができ

ないだろうか。つまり、通貨危機というものは、企業というアクターによる他の問題を顧

みない純粋な金銭利潤を追求する行為の結果の問題なのである。これは新自由主義に内包

される市場原理主義の負の側面の一端であり、今日の格差問題、環境問題を引き起こしさ

らには紛争などの対立構造を生み出す根源的な原因の一つである。しかしながら利益を追
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求するという理念が、現在までの発展を促し、相互利益の追求のために国家間の取り決め

がなされ、一種の安定としての役割を担った面も多々ある。そのため一概に利益、利潤追

求を否定することは理性的ではない。ここから導き出されるものとは、チリが行ったエン

カヘはグローバル化した経済における新自由主義、市場原理主義の利潤追求という流れの

中で独自の視点から状況をとらえ、現在の市場機構の負の面を抑制し混乱を防いだという

ことでの安定なのである。そしてこの部分が今回事例から見られる国際社会の安定におけ

る視座として重要になる要素であると考えるのである。 

 新自由主義の発生の前をみてゆくと、ケインズ主義の「大きな政府」が今回の事例に一

見近いように捉えることができるが、ケインズ政策的な視点よりはむしろ混合経済論的な

ものに近いように思われる。つまり、経済を市場機構にまかせることができないというケ

インズに対し、市場にある負の面を認めつつそこを補うための政府の介入を是としている

ということである。混合経済の考察をみていくと、現代社会における先進諸国はある程度

何らかの形で市場に介入している、という見方がなされている。その見解を支持したとす

るなら、新自由主義を推し進める状況の中では経済問題の解決を目指せるほどの実質的な

効果的な介入は行われていないように思われる。それに対し、今回の事例においてはデー

タに基づいた論証のもと、国際的な経済情勢の流れに逆らいながらも今までの消極的な介

入よりも効果的な結果をだしたという点で、その有意性を無視することはできない。自由

放任主義の蔓延は、自分自身のリスクさえ管理する能力を失わせ、諸問題を顧みず無謀に

行われる利潤を重視した行動は、市場が持つ経済の自己回復能力の限界を越えて、世界に

波及する。それに歯止めをかけるには、やはり政府や監督機関の規制能力、権限を高めて

行くことが重要なのである。新自由主義は金融の効率化や、貿易の拡大、多様化などの利

点をもたらしたが、対外変動にたいしてはより脆弱化しているのである。ここにおいて、

通貨価値は新自由主義により不安定の度合いを増しているのである。 

 また高田太久吉は「資本取引規制は、健全なマクロ経済政策にとって代わることはでき

ないが、必要な条件が満たされ、包括的かつ強力に実施されれば、国際市場の好ましくな

い影響から自国経済を守るために、一定の有効性を発揮することができる。」と明言してい

る。１６資本取引規制という反新自由主義的な政策が自国通貨の価値を安定させたという事

実は、国際社会の安定と新自由主義の隔たりを露見し、それにとって代わる新たなイデオ

ロギー発生の兆しではないだろうか。チリのエンカヘが有効的な結果をもたらしたことは、

混合経済論における有効的な市場介入の一例としても評価できるだろう。 

今までの話をまとめると、グローバル化する経済において通貨価値を安定させることは国

際社会の安定への貢献につながる。そして通貨価値の安定を目指すという面に置いて新自

由主義の限界がみられ、それにとって代わる新たなイデオロギーとして有効的な結果の付

属する混合経済の可能性をエンカヘから見いだすことができるということである。一国家

という視点から問題点を考察し、独自の経済介入を成功させたチリはこれまでの固定概念

を覆し、より柔軟で効果的な対処のあり方を国際社会に提示したのではないだろうか。 
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終章 

 

1) 各章のまとめ 

本稿では、チリのエンカヘを分析することで、「一国家で為替相場の急激な変動を抑える

ことは可能ではないか」という仮説を立証することを試みた。 

1 章では、アジア通貨危機を例に、金融・為替の不安定さを分析することで、何らかの対

策が必要であることを示し、また、地域的な試みはあるものの、それが上手く進んでいな

い現状を明らかにした。2 章では、チリのエンカヘの概要とそれがもたらした影響を提示し、

チリのエンカヘが成功を納めるまでの経緯を解説した。3章では、エンカヘがどのように為

替相場の安定に貢献しているか、また、国家単体で実施できるものであることを立証しつ

つ、その問題点を提示した。4章では、エンカヘが国際社会にとってどの様な意味を持つの

かを検証した。 

 

2) 結論 

以上の事から、我々の結論は以下の通りである。 

グローバル化に伴って主権国家は様々な問題の影響を受けており、他アクターの影響力

と比べて国家の能力が低下したと見られがちだが、その問題に対処する力を失ったわけで

はないことが示された。 

また、我々は「他アクターの非倫理的な利益追求」を問題意識としてあげた。しかし、

利益追求そのものを否定するものではない。むしろ経済においては当然の行為であり、そ

れがもたらすものも大きい。現在まで、規制や税金を避けつつ利潤を最大化する多国籍企

業やヘッジファンドといったアクターに対し、何らかの抑制を行うべきであるといった論

調はたくさん見られた。しかし、「押さえつける」といったアプローチは敬遠されやすく、

実現も難しい。その点、チリのエンカヘが優れていた部分は、「短期資本流入を長期資本へ

とシフトさせる“環境を用意する”」というアプローチを取っているところにある。つまり、

同じ目的でも、アプローチを変えることで、国家はその目的を達成することが可能なので

はないだろうか。 

また、3章では、過剰流動性を抑制する意義が示された。国家はこれらのコントロールを

行う事で、為替相場に振り回されない安定的な成長の土台を築くことが出来ると言える。 

それと同時に、タイのエンカヘ導入失敗を通して、各国の実情に則した制度・政策の導

入を行う必要性も見ることができた。チリは自国の経済・金融状況に合わせた柔軟な政策

の導入と微調整を行なうことで、成功したと言える。 

しかしながら、チリのエンカヘの分析は、限定的・短期的なものであったと言える。チ

リ政府は問題に対応し、自国経済への影響を最大限に抑えているという意味で、問題を解

決していると言えるが、問題の根本原因とされている過剰流動性をなくしたわけではなく、
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長期的・世界的に見た場合、国際金融体制そのものを考える必要があると言える。また、

安定した国際金融体制を築くことが、実体経済においても、国際経済の安定につながると

考えることができる。ブレトンウッズ体制が採用されていた時代は、主要通貨の為替相場

が安定していた。それも一因となって、世界の経済は大きな成長を見せ、今では「黄金時

代」とも呼ばれている。１７ 現在、世界は度重なる金融危機の影響もあり、不況の直中にあ

る。しかし、安定した為替相場の維持が実現されることで、貿易における為替リスクを減

少させることができ、貿易がより活発に行われることで、世界の経済は成長に向かうので

はないだろうか。 

 

                                                 
１ 菊本義治・西山博幸・伊藤国彦・藤原忠毅。齋藤立滋・山口雅生・友野哲彦，20011，『グローバル化経
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２ IMF, balance of Payments Statistics Yearbook, various issues より作成 
３ 株式会社東京工業品取引所 HP より引用 

http://www.tocom.or.jp/jp/nyumon/textbook/rubber/rubber4.html（7 月 2 日｡） 
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