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■論題案の方向性
・具体的にAffにとらせたいAction：日本の通貨「円」を、何らかの形で他国の通貨とリンクさせる。
→「どのような形で」「どの国の通貨と」リンクさせるのか。
→「誰にとって」の政策の是非を問うのか。
まず、考えうるPlan Actionを列挙し、それぞれから得られるAD・DAを想定した上で、ゲームバラ
ンスの観点から各Plan Actionを再度検証し、Topical Areaを決めることにします。

■Plan Actionのバリエーション
◇どのような形で？
１、EURO型
（完全に自国の通貨を廃止し、新通貨１本にしぼる）
２、ECU（欧州通貨単位）型
（その国の通貨を廃止せず、並行して存在するバスケット型の架空通貨を新たに創設する）
※バスケット型：何種類かの通貨を一定の比率でMixしたもの。
３、「円」経済圏の創設
（円をアジア全体の基軸通貨とし、参加国通貨を全て固定レートで結ぶ）

◇どの国の通貨と？
１、東アジア諸国（ASEAN+韓国+中国）
２、米国（ドル）
３、EU（ユーロ）
４、その他（人民元のみ、とかウォンのみ、とか）

◇誰にとって？
１、日本政府
２、加盟国全体
３、世界全体

■予想されるメリット・デメリット
まず、最もスタンダードと思われる、「ASEAN諸国・中国・韓国とのEURO型通貨統合」を行った場
合の、メリット・デメリットをあげてみます。

◇メリット
・同一通貨なので、価格差が透明化されわかりやすくなる。
・為替による手数料がなくなる（GDPの0.4％程度に相当？）。
・圏内で為替レートが変動しないので、安心して他国の企業と受注契約を行える。
↓
通貨圏内での結びつき・経済交流の強化
↓
１、競争の活発化・経営の集約化
２、市場を自らの通貨圏の国々で独占できる（欧米企業に市場を奪われずにすむ？）
----・他の通貨（ドル・ユーロetc）に対する、為替レートの変動がゆるやかに。
・通貨が背景とする資金量・経済規模が拡大
↓
通貨の信頼性の向上
↓
３、通貨圏外からの投資の増加
４、通貨危機の回避（ヘッジファンドなどからの攻撃の対象になりにくい）
５、自前の通貨建取り引きの増加 → ドル支配からの脱却
６、対当の立場から、他の通貨（ドル・ユーロ）をにらんだ、戦略的・大局的通貨政策をとれる？

◇デメリット
１、競争が激化すると、発展途上の弱い国に倒産・失業が集中。分業・モノカルチャー化の進行？
２、締め出しを食らった他の国（特に欧米諸国）からの反発・バッシング
３、通貨圏内の１つの国の経済が何らかの理由で崩壊した場合、他の加盟国も巻き添えをくらう
４、通貨圏全体で１つの通貨政策しかとれなくなるので、各国の情勢にあわせた細かな対応（イン
フレ・デフレ対策や景気調節）ができなくなる。
５、通貨の切り替えに伴う多額のコストが必要（ユーロの場合、金融関係だけで数兆円）。
６、かえって日本円単独の方が市場の信頼は高いのでは？？

以上をおおまかに分類すると、争点は
・通貨圏内交流の活性化
・通貨の安定性

→ メリット 「相互交流による産業の発展」
デメリット「競争の激化による倒産→多国間格差の拡大」
→ メリット 「安定性が増し、通貨危機の回避」
デメリット「国別のきめ細かな通貨政策がとれなくなる」

の２つに集約されることになります。
これらを叩き台に、各Plan Actionを再度検証してみましょう。

■Plan Actionのバリエーション（再検証）
◇どのような形で？
１、EURO型
EUROは「着想から実現に40年以上かかった」とされ、各国の通貨を全てアジア統一通貨
切り替えるためには、まだ長い道のりがあるのが現状。先日、ASEANが「2030年を一応の
目標に、統一通貨の実現を目指す」との声明を出したが、努力目標にすぎず、ようやく構想
の骨組みが示されただけの段階。
基本的に、統一通貨導入のメリットは「経済交流の活発化」「信頼性の向上」の２つに集
約されるが、比較的高いレベルで均質なヨーロッパ諸国と異なり、ほとんどのアジア諸国は
未だ発展途上。このため、前者については競争の激化により、弱い国に倒産・失業が集中す
る（あるいは逆に、日本市場が安くて品質の高い韓国あたりの製品に食われる？）といった
不安要素が強く、また後者については、共通通貨と日本円単独とどちらの方が信頼が高いの
かイマイチ怪しい。
このため、現状でもそこそこやっていける日本にとっては、競争激化・通貨政策の主権を
放棄・他国の経済危機のまきぞえを食らうetcのリスクを負ってまで通貨統合をする意味
は、今のところあまりなさそうである。しかし、日本以外のアジア諸国にまで視点を広げる
と、状況は変わってくる。例えば、インドネシア・タイなどは、90年代後半に起こったアジ
ア通貨危機によって経済が壊滅的な打撃を負っており、通貨の安定による再発防止は、大き
なメリットとなりうる。このことから、利益主体（あるいは主語）を「アジア全体」という
ことにすれば、AffとNegのゲームバランスを考えても、十分に対等の議論が可能だろう。
また、仮に日本に視点を限っても、将来の東アジアの成長は確実視されているので、今後
高齢化・経済の縮小が予想される日本は、長期的には通貨統合により、成長する周辺諸国に
引っ張っていってもらわなければならなくなるかもしれない。今すぐの導入が不安なら、
Planに「2030年からやります」といった工夫をすることで、ある程度はAffは戦いうる。

２、ECU（欧州通貨単位）型
ここにあげた３つのシナリオの中では、もっとも現実味のある方法。EUROのように完全
に自国通貨を廃止するのではなく、各国の通貨を一定の比率でミックスした（バスケット
式）、帳簿上の架空の通貨を作ろう、というもの。各国通貨をミックスしているので、為替
レートの変動が相殺され、バラバラの通貨の時よりも価値が安定する。また、架空の通貨な
ので、コインや紙幣といった実態を伴わない。
効果が期待されるのは、主に債券市場などにおいてである。もともと、アジア諸国は強い
通貨を持たず、債券を全てドル建てで処理していた。しかし、市場規模・流通量とも少ない
地元通貨は、ヘッジファンドなどの投機家による攻撃の影響を受けやすく、結果として「外
部のアタックによる通貨暴落」→「ドルが相対的に高騰し、ドル建てだった借金が膨張、債
務処理の破たん」というシナリオからアジア通貨危機を招いた。
しかし、背景となる市場の大きい架空の通貨単位を作ることで、それまでの資金量では投
機を仕掛けることが困難になり、投機家による影響をかなり減らすことができる。また、自
前の通貨建の債券を運用することで、対ドル為替レートによる債券価値の変動がなくなるた
め、万一自国通貨がドルに対して暴落しても、債務がふくれあがるような事態にはならず、
以前のような深刻な通貨危機はさけられる。加えて、安定性の向上により、通貨圏内への投
資が増加することも期待できる。
一方で、これらはあくまで帳簿上の架空の通貨であり、現実世界ではそれまでの通貨が維
持されるので、他国との競争の激化などの心配は少なく、経済政策の自主性も維持できる。

基本的に、ECU方式にはこれといったデメリットがないため、これをTopical Actionとし
て認めると、Affが不当に有利になる可能性が高い（もっとも、比較的対ドル相場の安定して
いる日本にとっては、「通貨危機のリスク回避」というメリットはあまり大きくないかもし
れないが）。従って、論題の表記は「通貨を全て『置き換える』」などとし、ECU方式をな
るべく排除するような表現にするべきだろう。この場合、ECU方式は逆にCounter Planとし
てNegのオプションになってしまうが、より強制力のあるAffのプランの方がbetterと言える
ので、一定のゲームバランスは保てると考えられる。
なお、似たようなものでSDR（特別引出権 ：ドル・ユーロ・円のバスケット）というも
のをIMFが発行しているが、用途が政府の財政介入などに限られている（？）ため、これは
一般の通貨としては使えないらしい。
３、「円」経済圏の創設
基本的には、「EURO型の通貨統合」と同じメリット・デメリットが出る。
ただ、円をアジア全体の基軸通貨にした場合、中央銀行が担うべき「加盟国間の通貨を無
制限に交換できることを保証する」「加盟国の通貨価値を保証する」といった責任を、すべ
て日本だけで背負い込むことになりかねず、非現実的。

◇どの国の通貨と？
１、東アジア諸国（ASEAN、あるいはAPEC？ 米国は排除？）
いまのところ、最も現実的な交渉相手。ASEAN+３（韓国・中国・日本）で、将来的に
ECU型のアジア通貨単位（Asian Currency Unit）を作ろう、という動きが最近出始めてい
る。地理的にも近く、経済交流による効果も得られそう。ただ、発展途上で経済的・政治的
に安定していない国が多いのが難点。

２、米国（ドル）
産經新聞の世論調査では、通貨統合の相手先として「米ドル」が「東アジア」をわずかに
上回って首位になっていた。通貨の安定度はダントツ。
ただし、ドルが世界の基軸通貨となっている現状は、アメリカの「貿易赤字や対外債務を
ためこんでは、ドルの増刷によって通貨を暴落させて借金を減らし、他人の資産を激減させ
る」といった独善的な通貨政策を黙認していることを意味する。日本やアジア諸国の資産を
アメリカに吸い取られるのを防ぐには、通貨のコントロールをアメリカに完全にゆだねるの
ではなく、逆にドルから独立した自前の通貨建の取り引きを増やすことが必要。
ただ、バスケットの一要素としてなら、安定したドルを取り入れるのは非常に魅力的。

３、EU（ユーロ）
基本的に、ドルと同じことが言える。EUに通貨のコントロールをゆだねるのは、どうされ
るかわからない、という意味で、米国ほどではないにしろRisky（ユーロ運営でアジア諸国に
発言権が認められるかどうかは、Fiatの関係でややこしそう）。
ただ、ユーロに比べても米ドルは強すぎるので、EUとアジア諸国が連携してユーロを使う
ことになれば、米ドル支配を突き崩せるかもしれないので、それはそれで面白いかも。た
だ、地理的に離れ過ぎていて、経済交流とかはあんまり進展しなさそう。
ドル同様に、バスケットの一要素としてなら、ユーロは魅力的。

４、その他（人民元のみ、とかウォンのみ、とか）
シンガポールとだけ、とか韓国とだけ、とかなら面白そうかも。
ただ、やりすぎるとPlan Actionがチマチマしすぎてリサーチが大変になるので、やはり
ASEAN程度の単位をResolutionに明記した方がいいと思われる。

◇誰にとって？
１、日本政府
論題としては一番無難。ただ、先に述べたように、日本にとっては通貨統合の利益は非常に
薄い。おそらく通貨統合は日本よりも、アジア諸国の方に影響が大きいと思われる。
２、加盟国全体
本質的ではあるものの、国ごとにプラン後の影響に格差が出る（たとえば、おそらく韓国は
もうかるが、ラオスやカンボジアでは国内産業が破滅する）のは仕方がないので、そうなると
コンパリがややこしくなる。ただ、ダイナミックな試合展開を期待できるので、OK？
３、世界全体
理想ではあるものの、視点が広がり過ぎるので無理。
なお、統一通貨導入の実例としてEUROを参考にする場合、労働者問題（たとえば日本は単純労働者の
流入を原則として認めていない）、自由貿易の可否（EUでは、加盟国内の関税や輸入制限も禁止）な
ども考慮して、必要に応じてExtra Topicalなプランを追加してやる必要がある。

■適当と思われるTopical Actionの範囲とWordingについて
◇Resolution案
日「日本・中国・韓国およびASEAN諸国は、自国通貨を廃止し、共通通貨を採用すべきである」
英「Resolved : That Japan, China, Korea and all member countries of ASEAN should abolish all
their currencies and adopt a common currency.」

◇Topical Action の範囲
まず、この書き方だと共通通貨導入の対象は「ASEAN・韓国・中国」に限られているため、「日
本が単独でドルを通貨として導入」「日本と韓国だけで統一通貨」といった行為はNon-Topicalに
なる。各地域・国の情勢をしらみつぶしに調べていくのは負担が大きすぎると思われるので（たと
えば、人口1.7万人の超小国ナウルに円を導入させ、リン鉱石の輸入の際の為替手続きを円滑にす
る、とか）、この程度に地域を限定した方が良いだろう。また、ASEAN+3（韓国・中国・日本）
での共通通貨導入は実際に実現が模索されている案なので、比較的リサーチもしやすいはず。
導入する通貨については、「共通通貨（a common currency）」とだけ指定してあるので、ある
程度の選択の自由が生じる。「EURO型の新通貨」「全部ドルに」などは基本的にTopical。それぞ
れ違ったAD・DAが出るので、いずれの場合もそれなりの議論は期待できるはず。ただし、「自国
の通貨を廃止し（abolish all their currencies）」という文節を入れることで、目立ったDAを見つ
けにくいECU型や、「円や人民元を統一通貨に」といったプランは排除してある。

◇論題の主語について
まず、オーソドックスに主語をThe Japanese governmentとした場合を考えてみる。例えば、
Resolved : That the Japanese government should adopt a common currency with Korea, China
and all member countries of ASEAN.
といった具合である。この場合、まずASEAN・韓国・中国の通貨制度を変更するのがFiatの範囲内
となるのか問題になる可能性がある。また、通貨統合自体にはFiatがきいても、付随するExtra
Topicalな行為（たとえば関税廃止）には適応できないかもしれない。さらに、AffがOKでも、Neg
のCounterPlanが怪しい（「固定相場制を全ての国に導入させる」「各中央銀行の資本を増強させ
る」など）。
最大の問題は「必要となるFiatの範囲（アジア諸国）」と「利益主体（日本政府）」が異なるこ
とである。日本政府がFiatを用いて他国の政府を自由に動かせるのであれば、理論的には、たとえ
ば日本だけに極端に有利な形の政策を他国にとらせ、他国を崩壊に追い込むことも可能となる（た
だし、具体例を考えてみると共通通貨ではあまり極端なことはできないかも）。
加えて、先に述べたように、日本自身にとっては共通通貨の導入はそれほど有益なことではいた
め、日本政府を利益主体にするとAffが著しく不利になる恐れがある。
こうした条件を考慮すると、主語・利益主体は The Japanese government ではなく、Japan,
China, Korea and all member countries of ASEANとした方がすっきりする、との結論に達した。

◇考えうる変なTopical Action いろいろ
論題中の表現で最ももめそうなのは、「currency」「all their currencies」あたり。
「currency」については、たとえばOxfordによると
・[C,U] the system of money that a country uses
・[U] the fact that sth is used or accepted by a lot of people
の２つの意味があるが、後者はuncountableなので排除できる（前者は「a country」とかがもめそ
うだが、他の辞書で探せば大丈夫）。ただ、前者を採用しても、「system of money」なので、税
制改革や市場介入への規制などもTopicalになる可能性がある。他にAmerican Heritageに、
・Transmission from person to person as a medium of exchange; circulation
というのがあった。この場合、「交換手段・流通手段」ならなんでもいいので、たとえば「アジア
諸国でコンコルドを導入して貨物輸送に使おう」なんてのも多分OK。ただし、実際には論題に
「abolish all their currencies」が入っているので、この手の解釈を使ってまともなADが出る一発
Caseを作るのは結構厳しいかも。
また、「abolish all their currencies」と、わざわざ「all」を入れたのは、their currencies（所有格
+複数形） は各国の通貨「全て」ではなく、その「some part of」に過ぎない、といった解釈を恐
れたため。仮に「some part of」が認められるのであれば、「ラオスの通貨だけ廃止して、他の国
では既存の通貨を残し、ECU型の新通貨単位を並行導入」といったプランもOKになってしまう。
さらに、先の「currency」の解釈と組み合わせれば、「アジアで一斉にディーゼル車（=some part
of transmission）を廃止し、燃料電池車を導入」なんていうのもtopicalになってしまい、収集がつ
かなくなる。従って、やはりここでは「all」が必要だろう。なお、「all member countries」のall
も、ほぼ同様の理由から入れてある。

「common」は、Cambridgeによれば
・the same in a lot of places or for a lot of people:
・belonging to or shared by two or more people or things:
あたりが真っ当。
「adopt」は、Oxfordによると
・to start to use a particular method or to show a particular attitude towards sb/sth
あたりが妥当な解釈。

◇考えうる変な Topicality いろいろ
上手くcurrencyを解釈してやらないと、「abolish all their currencies」が難しい。軽卒に
・the system of money that a country uses [Oxford]
・something (as coins, treasury notes, and banknotes) that is in circulation as a medium of
exchange [Cambridge]
などとしてしまうと、前者は「お金に関する制度すべて（税制・年金など含む）を廃止」、後者は
「為替市場で扱われている他国の通貨（ドル、ユーロなど）も含め全てを廃止」しなければ、全て
Non-Topical、などということになりかねない。
比較的ましなdefinitionがWikipediaに載っていたので、転載しておく。
http://en.wikipedia.org/wiki/Currency
Q) A currency is a or unit of exchange, facilitating the transfer of goods and services within a
currency zone. It is a form of money , where money is defined as a medium of exchange rather
than e.g. a store of value. A currency zone is a country or region in which a currency is the
dominant medium of exchange. To facilitate trade between currency zones, there are exchange
rates i.e. prices at which currencies (and the goods and services of individual currency zones) can
be exchanged against each other.
Typically, each country has given monopoly to a single currency, controlled by a state owned
central bank , although exceptions to this rule exist. Several countries can use the same name,
each for their own currency (e.g. Canadian dollars and US dollars), several countries can use the
same currency (e.g. the euro ), or a country can declare the currency of another country to be
legal tender (e.g. Panama has declared US currency to be legal tender). (UQ

◇考えうる変なCounter Planいろいろ
Affのアクションをガチガチに絞っただけに、一番ややこしいのはCounter Planである。
まず、Counter Agent が頻発しそうな予感がする。例えば、「日本を除いた、韓国・中国・
ASEANでやった方がbetter」といった具合である。さらに「adopt a common currency」の解釈と
絡めたパターンがややこしい。すなわち、自国通貨の廃止後に「ただ１つの共通通貨（a common
currency）」を導入するからtopicalになってしまうのであって、「a」ではない通貨にした場合、
例えば「韓国・中国・ASEANで一つの共通通貨を、また日本だけ独自通貨を採用」といったアク
ションは、「地域内での通貨が２つ以上あるので a common currency ではない」ため、non-

topicalになってしまう。しかも、この場合は果たしてFiat Abuseと言えるのかどうかが微妙に怪し
い。つまり、Fiat Abuseがつかず、しかもCounter Agentと同等の機能を果たすCounter Planも、お
そらく作ることができてしまう。（★）
また、例えば「日本円をアジア全体の共通通貨にする」といったCounterPlan は、non-topicalに
なってしまう。日本は円を廃止していないので、「abolish all their currencies」にあてはまらない
ためである。ただ、この種のCounter planは、特に強力なsuperiorityがない上、「他のアジア諸国
からの反発」「加盟国の通貨価値を日本が全て保証することになり、負担が大きすぎる」といった
extra DAがつくので、結局netの議論で潰されるだろう。
さらに、前に少し触れたように、「ECU型の通貨導入」というCounterPlanもやはり「abolish all
their currencies」していないので、non-topical。ただし、ECU型では通貨の安定性に関するADし
かキャプチャーできないうえ、統一通貨の方が背景となる資金量が大きいので、より通貨の安定性
は増すはずである。また、「アジア経済が成長するであろう50年後に通貨統合します」といった
permutationも可能なので、こちらもなんとかnetで対抗できるものと思われる。
まとめると、やはり問題は(★)部のようなCounter AgentまがいのCounter Planをどう防ぐかだろ
う。ただ、今のままの表記でもpermutationがなんとか可能であり（「しばらく様子を見て、50年
後には日本も参加します」とか）、プレパさえすればNetでも一応勝負になるため、このままでも
論題としてはなんとか成立すると思われる。

◇Actual Usage との比較
-- Resolusion案 -Resolved : That Japan, China, Korea and all member countries of ASEAN should abolish all their
currencies and adopt a common currency.
・MOT wants to sign agreements with South Korea, Japan, Australia and all member countries of
Asean . (www.mekonginfo.org/mrc̲en/doclib.nsf/0/BB1E493C110FD8F187256AE7000B8A25/
$FILE/FULLTEXT.html )
・The decision taken by twelve nations to abolish their currencies and replace them with the
euro, over which no single nation has control, is unprecedented in the history of mankind.
（www.hirohurl.net/english/febenglet02.html）
・It replaced all their currencies which had been in use for centuries, since the time
of the old Roman Empire which dates back to before the time of Christ.
(www.ensignmessage.com/archives/world6.html)
・Should the US, Mexico, and Canada adopt a common currency ?
(www.pbs.org/newshour/extra/features/ jan-june02/euro.html )
・11 member countries of the European Union (see page 3) will voluntarily give up their
currencies and adopt a single currency in a series of steps beginning January 1, 1999.
（www.glencoe.com/sec/socialstudies/curevents/ cearchive/fall98/emasc.htm）
→２回もcurrencyを出すのを何となく気持ち悪く感じる人もいるかと思うので、具体例。

◇Resolutionの代替案
Resolved : That Japan, China, Korea and all member countries of ASEAN should replace all their
currencies with a common currency.
こっちの方が表現はすっきりするが、replace には例えば、
・To put back into a former position or place [American Heritage]
などの意味があり、かつ with などという用法の広い前置詞は妙なTopicalityの元凶になるので、で
きれば避けたい。

◇私的な見解
個人的に、ディベートは日本語論題から常識的に思い浮かぶ解釈の範囲内で行われるべきだと
思っています。今期の「taxes on carbon dioxide emissions」では、「taxes=burdens」
「on=related to」という２つの解釈により、
・牛もCO2を出してるから、狂牛病対策に牛の輸入を禁止
・歩きタバコに罰金（タバコは燃えるときにCO2出すから）
・NOxを大量に出しているディーゼルに課税
・陪審制を導入（陪審員はCO2出してる人全員？）
など、極めて広い範囲がTopicalになってしまい、最後のNAFATに至っては、本来の「炭素税」に
ついて論じているチームはほとんどゼロでした。プレパさえすれば、たいていのケースは潰せるも
のですが、それにしても今期は多すぎた気がします（課税対象は約20種あった）。特にシーズン後
半、月曜にレポートを抱えながら、週末に必死で狂牛病・陪審制対策を作っているときには、「こ
んなことまで調べて、何か意味あんのかな」と感じ、極めて不毛でした。
ディベーターが、英語のResolutionをあれこれ斜めから透かし見て、思いもよらないとんでもな
い解釈を量産する。ディベーターが勝ちを追い求め、少しでも自分達に有利な解釈を追い求めるの
は当然なので、別にその行為自体には罪はないと考えます。
しかし、だからこそ論題を策定する側は、想定した枠内に議論がおさまるよう、ある程度論題の
解釈に制限をつけなければならない。一定の幅を持たせて、ある程度Topicality・New Case・
CounterPlanなどを出させた方が、より教育的だ、という人もいますが、論題をガチガチに規定し
たって、そんなものはこちらから与えなくても、debaterの方で勝手に見つけるでしょう。少なくと
も、何が出てくるかわからない広すぎるTopical Area は、私にとって負担以外の何者でもありませ
んでした。どうせすぐに無駄になることがわかっていながら、頻出するNew CaseのためにCase
Attackを作り続ける、というルーチンワークは、時間を食うばかりで一向に議論が深まらず、本当
にやっていて空しくなります。
こうした私的な理由から、今回は、AffのTopical Actionの範囲をかなり厳しめに規定しようと試
みました。あまり厳しくすると、逆にNegのオプションが豊富になってしまうのですが、結果とし
てある程度のゲームバランスは保てたのではないかと考えています。検討をお願いします。

-- 参考資料（抜粋） -■キーワード
・ACU：Asian Currency Unit （アジア通貨単位）
■この分野のOpinion Leader
・榊原英資（慶応大教授・元大蔵省財務官・「ミスター円」の異名をとる）
・近藤健彦（立命館アジア太平洋大学教授・元大蔵省・ASEANにアジア通貨単位の導入を提案）
■メリット
TabisLand（税務会計情報ねっ島） 1997?
http://www.tabisland.ne.jp/future/ec4/yuro05.htm
ＥＵ委員会がユーロ導入に当たって、４つのメリットを提示している。
(1)
貿易や投資活動の活発化
例えば、ドイツとイタリアは為替相場の変動が非常に激しくドイツの企業が、イタリアから物を買い付ける場合に
不安な要素が多かったが、ユーロ導入後は為替相場が安定し不安がなくなることで、貿易や投資活動、そしてユー
ロ圏内外からの投資も進んでくる事が予想される。
(2)
取り引きコストの低下
ユーロ圏内の企業が行なっている取引の請求書がすべてユーロに変わるので両替手数料や、為替変動のリスクがな
くなる。欧州中央銀行が試算した結果では、ヨーロッパ全体でこのへッジングコストは、ＧＤＰ割合の約0.4％と
言われており、このコストが無くなると言う事は企業にとっては非常に大きなメリットとなります。
(3)
利子率(投資の際のリスクプレミアム)の低下
利子率が低下するので中心的通貨であるドイツマルク以外の為替変動に伴うリスクがなく企業の投資が促進する。
(4)
安定した通貨
これは安定した通貨というより、安定した金融政策をヨーロッパが取って行けるという事です。今までは、アメリ
カのドルや、日本の円にヨーロッパ各国が振り回されてきた。ヨーロッパが一つの共同通貨として安定すれば安定
した金融政策を取れるという事です。

■デメリット
---国際金融情報ネット 1999 （ここに載っているものだけでは不十分）
http://www.tradition-net.co.jp/kouza/eu̲kouza/EU3.html
[５]ユーロ導入までの問題
１） 加入の条件を満たすために、財政赤字再建に無理をしがちです。

２）導入のための初期費用がかかります。(ユーロを市民に浸透させやすくするめにも商品店などでそ
の国の通貨とユーロの両方で価格を表示する必要も出てくる。)準備のためのコストは金融金融関係に
限っても１３０億ドルといわれます。
３） 企業間の競争が激化します。
４） 会計がユーロ建てになるため、それまでの会計方法と違ってきます。
５） ユーロの価値が安定するまで時間がかかります。
６） これから、東欧諸国が入ってくるとなると、更に負担がかかってきます。
７）欧州間の為替投機でのプロフィットが減ってきます。(マルクとフレンチ･フラン取引など) ただし
為替リスクは減ります。
８）債権を保有している場合、日数計算などが新しく定められるユーロの算出方法と異なるときがある
ので、なるべく早期のユーロでの対策が求められます。
９)市民の不安を除く必要があります。

■実際にどうなったか？
UFJ総合研究所 1999
http://www.ufji.co.jp/publication/report/1999/9945.html
通貨統合開始前には、米国に匹敵する経済規模をバックにユーロは米ドルと並ぶ強い通貨となるとの予
想もあった。しかし、ユーロの対ドル相場は、99年1月の発足以降年央まで、主に米国景気の好調持続
とユーロ圏景気の低迷を背景に、ほぼ一本調子で下落した。ただし、年央以降は、ユーロ圏の景気回復
の確実度が増すのと歩調を合せるようにユーロの対ドル相場も持ち直している。今後はユーロ圏の景気
が加速する一方、米国景気が緩やかに減速すると見られることから、ユーロの対ドル相場は上昇を続け
るとの見方が多い。
通貨統合開始に伴って、ユーロ圏内では為替リスクが消滅するとともに、ユーロという統一尺度により
各国間での価格の比較が容易になるため、域内の価格格差は収斂（しゅうれん）すると見られていた。
しかし、これまでのところ、各国の税率の相違、流通・販売システムの相違、物流コストの差、あるい
は消費者の嗜好の違い、などを背景に、期待されたような価格格差の収斂はみられない。ただし、今後
域内の税制の調和などが進展していけば、中長期的には価格格差の収斂は進んでいくと考えられる。
一方、通貨統合を契機に、事前の予想通り顕著な変化がみられたのがユーロ建て債券市場である。ま
ず、11カ国が統合されたことにより市場の起債消化能力が格段に大きくなった。その上、ユーロの金利
がドルより低いこともあり、競争力向上のため企業買収あるいは市場拡大の資金を必要としていた企業
による大型起債が相次ぐなどユーロ建て債券市場は活況を呈している。同時に、従来、公共債・金融債
が中心で、トリプルＡ格あるいはダブルＡ格の発行体が中心であった債券市場の多様化も進んでいる。
企業の資金調達の容易化は企業経営の効率化、競争力向上をもたらし、欧州経済の活性化につながるこ
とが期待されている。

■ユーロ発足までのヨーロッパの変遷
東洋経済
http://www.toyokeizai.co.jp/pub/gendaisekai4/chap3/answer3̲body.html
IMF固定相場制が崩壊した1970年代以降、ドル相場の不安定な変動、とりわけドル相場の長期大幅の下
落の時期に、ドイツ・マルクなどEC/EUの強い通貨の国に巨額の資本が流入し、相場が上昇するが、イ
タリア・リラのような弱い通貨の国には資本流入は起きにくいので、為替相場の分裂が生じ、そのため
にEC/EU経済や経済政策は混乱に陥った。
このため「ドルからの自立」が西欧諸国の悲願となり、ＥＣは1972年域内固定相場制を開始した。EC
域内で±2.25％の固定相場制をとり、各国中央銀行の介入によってそれを守ろうとしたのである。1973
年世界的に変動相場制に移行したので、域内固定制、対外変動制の共同フロートに移行した。しかし
1970年代には経済政策目標が食い違っていた。ドイツは物価安定至上主義、仏伊英などは経済成長重視
だった。成長政策をとるとインフレとなり、ドイツ・マルクに対して固定相場制は維持不可能になる。
英、伊、仏はそのため固定相場制からフランスなどが離脱し、変動制に移行し、域内固定制の試みは挫
折した。
アメリカのドル相場放置に困惑したＥＣは、1979年域内変動幅±2.25％の共同フロート制のＥＭＳ（欧
州通貨制度）を創設し、フランスとイタリアが復帰した（イギリスは参加しなかった）。1980年代にな
ると、ケインズ主義政策による景気回復がうまくいかなくなり、各国は市場依存の景気回復に移行し、
ドイツと同じように物価安定を重視するようになった。とりわけフランスが物価安定政策に移行したＥ
ＭＳ諸国の83年からマクロ経済政策が収斂するようになり、80年代末にはＥＵ域内の為替相場が安定し
た。これがユーロへの通貨統合を進める基盤となった。89年スペイン、90年イギリス、92年ポルトガ
ルがＥＭＳに参加した。
ＥＭＳは92年・93年に投機に見舞われ、92年9月にはイギリス、イタリアが離脱し、単独フロートに
移った。93年8月為替変動幅を±15％に拡大して投機に対抗するのに成功した。この後1995年にＥＵ加
盟したオーストリア、フィンランドがＥＭＳに参加し、96年にはイタリアが復帰して、実際には中心
レートを中心に5％程度の変動幅を守りながら、ユーロへと進んでいった。
30年間の固定相場制へのチャレンジと、それを成功に導いた80年代以降のＥＭＳ諸国のマクロ経済政策
の接近が「ドルからの自立」を可能にした２大要因といえる。ユーロはドルからの自立を単一通貨の形
で明確化したものであり、自立の最終形態ということができる。
ただし2004年5月に中・東欧諸国など10カ国がＥＵに加盟する。域内の為替相場問題が再び起きてくる
が、これらの国のマクロ経済安定を確保し、ユーロに参加させることで、為替相場問題を解消すること
ができる。ユーロ以前とユーロ以後の違いといってよい。

■ユーロとECUの違い・EMSの問題点（ちょっとわかりにくいので、とばして後から読んだ方が無難）
---国際金融情報ネット 1999
http://www.tradition-net.co.jp/kouza/eu̲kouza/EU1.html#003
※ＥＭS制度
１、EMSとは？
・・・EMSとは欧州通貨制度（European Monetary System）の略で、欧州内の為替安定を目指す通貨制
度です。その方法としてエキュー(ECU)をERM(為替相場メカニズム)で通貨バスケットという方法で管理
しています。

２、EMSの目的
Ａ．欧州における為替相場を安定させ、貿易や投資を推進させる目的
Ｂ．加盟国の経済を促進させる目的
Ｃ．各国のインフレ率を下げる目的
※今までのＥＭＳの問題点
１、ERM(為替相場メカニズム)の参加国の通貨は、為替レートをECUに対して、一定の幅にしなければ
いけません。変動の幅が広がる可能性があるときは、その国の状態に拘らず、該当する中央銀行による
市場介入が行われます。EMSがうまく働かなかったために各通貨はかえって投機的な為替の変動にさら
され、大規模な市場介入を余儀なくされました。そして加盟国の金融政策を困難にさせてしまいまし
た。
２、経済的にも力のあるドイツが中心となり、ほかの国はドイツの意見を聞かざるをえません。1991年
から1994年にかけて、ドイツはインフレを押さえるために、高金利政策をとりました。資金は金利が高
い通貨に流れてしまいます。資金の流出を防ぎ、自国通貨をERMにとどめるためにも、ほかの国は無理
をして高い金利を続けました。結果、各国の景気低迷の長期化が深刻になり、イギリスとイタリアが離
脱してしまいました。このようなERMでの問題を解決するために、｢ユーロ｣が考え出され1998年、最初
に通貨統合に参加する国が決まりました。

---国際金融情報ネット 1999
http://www.tradition-net.co.jp/kouza/eu̲kouza/EU2.html
［３］ ユーロ(ＥＵＲＯ)について
（１）新しい通貨「ユーロ EURO」と今までの「エキュー ECU」の違い
・・・ 「ユーロ EURO」は一つの独立した通貨です。一方、「エキュー
貨バスケットによる通貨単位です。

ECU」は参加国の通

（２）「エキュー ECU」とは？
・・・ＥＭＳの中心になるものです。
＊
＊
＊
＊

参加国の為替レート・メカニズムの標準単位です。
特定の通貨が他の参加国の平均と比べてどれだけ離れているか分かるものです。
参加国間の融資や加盟国間での市場介入などの取り引きの標準単位となる。
加盟国間の通貨当局の決済手段として使われます。

通貨バスケット
参加国がそれぞれの経済状況に基づいて、割り当てられた比率に対して、一定の為替変動率を守り、参
加国が一丸となって、強いアメリカ・ドルなど他の通貨に対抗するものです。
エキューの場合、ここではエキューを１００として、わかりやすく説明するために、ドイツ･マルクを３

０、フレンチ･フランを２０、その他の通貨を５０としてそれぞれ分けます。(実際の比率とは異なりま
す。)
これらの参加通貨をこの数字で加重してエキューのレートを出します。各中央銀行は、同時に割り当て
られた、為替変動率をもとに、為替の安定化のために努力します。決められた為替変動率よりも、その
国の為替レートが動くようなら、市場で介入しなければなりません。なぜなら、為替レートというの
は、その国の評価をあらわしているため、割り当てられた、変動率より動くと、地理的に近い参加国の
為替の評価まで変えてしまうことになる可能性があるからです。
したがって、その国の事情に関わらず、為替の市場介入をしなければ、エキューという枠組みの中にい
る意味がなくなってしまうのです。
（３）為替相場が動きすぎた時の対処
１）その国の通貨だけではなく、いくつかの参加通貨で介入。一つの通貨だけの介入では、ほかの参加
通貨にも被害が及びやすくなります。更に該当する通貨を持つ国にとっても、周りの国が助けてくれる
ことにより、より少ない額での介入で済みます。
２）国内の金融政策を変更します。
３）何らかの経済措置を考えます。また、｢エキュー｣を｢ユーロ｣に交換する場合は、一対一、つまり同
等で交換されます。

■イギリス脱退の理由
松村和昭 岡山大（学生です・・・）
http://www.e.okayama-u.ac.jp/˜taguchi/sem/matsumur.htm
2002年1月、ユーロ現金通貨はEU12カ国で流通し始めた。イギリスは1992年にEMSというユーロの前
身となった通貨システムに加盟したが、1992年に離脱した。その後、2002年の現在までユーロに参加
していない。本稿では、イギリスに焦点を当てユーロ参加への問題と取り組みを調べていく。
第１章では、イギリスが現在、ユーロ参加をしていないのはEMSの離脱が原因と考え、EMS離脱に至る
過程を調べ分析する。1992年9月には欧州通貨危機が起こり、ジョージソロスに代表されるアメリカの
投資家の投機を受け、イギリスはポンドをEMSの固定変動幅内に抑えることが出来ず9月17日に離脱を
表明した。イタリアも同じく離脱する。当時のEMSが不安定であり、通貨統合に対して各国の取り組み
が不十分だったことが挙げられる。また、イギリス経済は当時不景気であり、景気対策のためにも利子
率を上げ通貨価値を保ち続けることができなかった。

■ACU（アジア通貨単位）導入に向けた動き
中国新聞 2003
http://www.media-club.jp/media/backnumber/cmail57/
『ＡＳＥＭがアジア共通通貨構想 米ドル依存見直し』（７月９日（水））
インドネシアのバリ島で開催されたアジア欧州会議（ＡＳＥＭ）財務相会議は、アジア債券市場の創設
が主要議題となった。従来の「米ドル建て」でなく、アジア域内の通貨建てで債券を発行、流通させる
構想だ。

単一通貨「ユーロ」を導入した欧州連合（ＥＵ）をお手本に、債券市場を将来的に「アジア共通通貨」
につなげる考え。アジアの結束を強め、米国依存体質を見直す狙いがあるが、実現には課題も多い。
「金融に詳しい人材を派遣してほしい」。インドネシアの代表はＡＳＥＭ財務相会議で、日本や欧州の
参加者に訴えた。インドネシアは1997年からのアジア金融危機で経済が大混乱に陥り、まだ立ち直って
いない。
アジア危機は、各国内で債券市場が整備されていないため、工業化などの資金を主にドル建てで調達し
ていたことが一因。アジアは高い貯蓄率を誇るにもかかわらず、資金の行き場がなく、ドルで運用され
ていた。
アジア債券市場の創設に向け、日本、中国、韓国と東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮプラス３）はこん
な青写真を描く。
まず信用力の高い国債の市場を整備、次いで企業が社債を発行し、自国通貨建てで長期資金を調達させ
る。途上国の債券はリスクが高いため、元本保証する「信用保証機構」設立や、格付け会社の育成も検
討する。
このほかアジア太平洋11カ国・地域の中央銀行が中心となり、「アジア・ボンド・ファンド（債券基
金）」の設立も既に決定。各国が外貨準備を出し合い域内の国債などに投資する計画で、日銀も１億ド
ル出資する。
債券市場が育つと、複数通貨建ての債券も発行できる。将来はこれを発展させ、ユーロの基盤となった
欧州通貨単位（ＥＣＵ）のようなアジア通貨単位（仮称ＡＣＵ）建てで発行を目指す。
日本の財務省幹部は「ドルを介さずにアジア通貨を簡単に交換できることが通貨統合の前提になる」と
解説する。
最大の障害は、世界の基軸通貨ドルの「威光」を守りたい米国の理解を得られるかどうか。アジア危機
の際も日本は「アジア通貨基金（ＡＭＦ）」創設を模索したが、米国の反対で頓挫した。
通貨統合が具体化してくると、参加国同士の主導権争い、国内の反対運動など政治問題が生じる恐れも
あり、アジアで実現するかどうかはまだ不透明だ。

■ACU（アジア通貨単位）のメリット
---近藤健彦 立命館アジア太平洋大学学部長 2002
http://www.apu.ac.jp/˜tkt07766/asia.htm
ヨーロッパからアジアが学ぷべきことは、ECUといういってみればバーチャル通貨をつくりあげたこと
だ。ECUというのは目にみえる通貨ではなかった。ECUという紙幣やコインがあったわけでもない。
ECUが目にみえるようになるのは、九九年にECUがユーロと名前をかえ、紙幣やコインとしてお目見え
する二〇〇二年からである。それまでは「通貨単位」であり、バーチャルにしか存在しなかった。いわ
ば目にみえない存在であった。しかしバーチャルであったがゆえにある意味では俗世間の政治的ごたご
たに巻き込まれることなく、目的別に、枝葉を切り取ってひた走ることができたということもできよ
う。その意味ではユーロはIT的思考の産物であるとまでいえるかもしれない。
しかしあらゆる経済現象は途中はバーチャルであっても最後はアナログに転換する。ECUのアナログ転
換という意義をもつのが二〇〇二年のユーロ紙幣、ユーロ・コインの発行なのである。ここのところは
抽象的にいうと理解していただきにくいかもしれない。そこでもう少し事実に即して言い換えてみよ
う。
ECUは、七〇年代の半ばに欧州九ﾊ貨のカクテルとして、EC内の経理の計算単位としてもともとは構想
されたものであるが、本格的に欧州通貨にもちこまれてくるのは七〇年代の終わりからである。七八年
のEC理事会宣言は「ECU(欧州通貨単位)はEMS(欧州通貨制度)の中枢である」と謁う。ECUの使い道は
制度の趣旨からいえば、域内の為替市場への介入による各国中央銀行間の帳尻決済をこのECUで行なう
といった「公的使用」に限定されていた。しかしECUは現実には当局者の予想を超えた展開を示す。こ
れがECUの「民間使用」とよばれるものである。

ECUは域内に広く活動するヨーロッパ多国籍企業にとって便利であった。たとえばフランスのサンゴバ
ン・グループの場合、取引の八〇%がヨーロッパ域内であるが、一九八五年からECU建てで各欧州通貨
を介さず、直接決済を開始する。こうすると、帳簿取引が簡素になり、資金計画の見通しが立てやすく
なり、為替や金利リスクの軽減にも資するものと考えられた。
またECUは為替リスクを軽減させ、資産の多様化に資するところから、資本市場で起債の建値に使用さ
れた。民間企業の起債としては、ルクセンブルグの企業が八一年に起債したのを手始めに、八一〜八五
年の間にユーロ建て債が八十本、総額七十六億ECUも発行され、国際債の通貨別でも五、六位を占める
ようになった。もっとも貿易取引にはECU建てはあまり使われなかった。
こうしたECUの民間使用は何ら法令で強制したものではない。民間が自発的に契約べースでECUを使っ
たのである。もっといえばドイツの当局者などはドイツマルクという立派な通貨を持つがゆえにECUの
展開を内心快く思っていなかったのであるが、これをとどめることができなかった。これこそマーケッ
ト主導というべきものであった。
当局はたとえ公的使用に限るつもりであったにせよ、ECUというバーチャル通貨を考案して民間が利用
するきっかけを与えた。こういうことが政府の役割として大切なのである。こうして、もちろん限界は
あってもユーロがバーチャル通貨として民間市場に認知されていたという素地があって、そこに東西ド
イツの統一と絡むコール首相とミッテラン大統領の政治決断があって、ユーロは成立するのである。
ユーロの民間使用という通貨的素地があってはじめて、独仏首脳による政治的決断が生まれたのであっ
て、その逆ではないことを重ねて強調しておきたい。
私はこのECUというヨーロッパの経験はアジアにも適用できると思う。そこでアジアでも「ACU」(アジ
ア通貨単位)をつくってそれが市場に認知されるかどうかをみる、これがアジア共通通貨にむけての重要
なステップになるであろう。私の案は、ACUをアメリカドル、人民元、日本円、韓国ウオン、タイバー
ツの五通貨バスケットとして構成したらよいというものである。通貨バスケットは概念上は、果物バス
ケットのりんご、みかん、バナナなどの代わりに各国通貨があらかじめきめられた一定量ずつ入ってい
て、そのバスケットの値段はその中の通貨の為替レートの変動によって日々変わっていくものと思えば
よい。通貨バスケットは、各通貨の為替レートが相殺しあうので、単一通貨よりはレートの変動幅がな
だらかになる。したがって為替リスクを完全に排除はできないが、軽減させることができる。ACUを
APECの財務大臣会合の場で検討・創設し、具体的にはまずアジア開発銀行が東京資本市場で日本の投資
家向けに中国の開発資金を調達するための債券をACU建てで発行するようなことからはじめたらよいと
いうのが私の年来の提案である。

