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＜報告要旨＞ 

Previous studies show that after the Currency / Economic crisis of 1997 and 1998, 

Asian currencies are again strengthening their linkages, or pegging, to the U.S. dollar. 

Our calculations also confirm such a trend. Volatility of Asian currencies’ exchange 

rates to the U.S. dollar has fallen recently to the almost same levels as before the crisis. 

The volatility of Nominal Effective Exchange Rates has also diminished.  

We could evaluate such situation as “Institutional Dollarization”, since players in 

Asian economies seem to welcome the nominal stability of the exchange rates to the 

U.S. dollar. From the trading side, the dollar-pegged zone comprises an increasing 

share of the trading partners for Asian economies. Multi national enterprises, which 

account for a large share in exports from Asian economies, also favor pegging to the 

U.S. dollar. Stable forex rates against the U.S. dollar are considered to help 

maintaining constant foreign direct investment inflow and export-oriented 

industrialization. And, under “Institutional Dollarization”, Asian economies can enjoy 

low interest rates, free capital movements, and stable forex rates simultaneously. 

De-internationalization of their own currencies also helps to stabilize forex rate 

movements. 

However, at the same time, threats and side effects of “Institutional 

Dollarization” are now becoming apparent. The widening current account deficit in the 

United States, where the dollar is the currency, implies the risk of global currency 

rates adjustments. Some Asian central banks are heavily selling their own currencies 

to stabilize them against the U.S. dollar, while such interventions conflict with their 

domestic monetary policy in some economies. In addition, increasing weights of the 

U.S. dollar could erode their asset quality. Although de-internationalization of 

currencies weakens market pressure, it impedes the development of the forex futures 

and options market. Moreover, high open economic structure of Asia makes it very 

difficult to curb forex speculations. 

We could conclude that in Asia, the side effects – or risks - of Dollarization are 

increasing to the level where gradual loosening of it should be considered. Assuming 

small price effects on exports from Asian economies, the negative impact of gradual 

appreciation to the real economy would be minor. On-going initiatives to improve Asian 



financial system, such as the ABMI (Asian Bond Market Initiative) would help smooth 

transition of Asian financial system out of the current dollarized situation through 

reducing dependence on the U.S. dollar. To be effective, such measures should be 

designed to offer benefits of de-Dollarization to economic players, such as exporting 

enterprises or investors. 

(Original paper)   http://www.tcf.or.jp/Activities/2004AT10/NRI-2%20AT102004.pdf 

 

＜討論者からのコメント＞ 

一橋大学 小川英治 

中井浩之氏の論文“”Institutional Dollarization” of Asian Currencies”は、アジア

通貨危機以降においても東アジア諸国が事実上のドルペッグ制度を採用していることを 

“Institutional Dollarization”と名づけ、その現状と背景、そして、そのリスクについて

論じている。 

以下 3つのコメントを行う。 

１．取り扱っている問題（Institutional Dollarization、事実上のドルペッグ、基軸通貨（ネ

ットワーク外部性）、アメリカの経常収支赤字問題、アジアボンド市場イニシャティブなど）

が多く、読者としては多くの情報を得ることができるものの、それぞれの問題に関してこ

の論文のオリジナリティがそれほど多くは見受けられない。１つずつきちんと分析するこ

とが必要である。 

２．実証分析についてはもっとリファインすべきである。第一に、ボラティリティと価格

効果の分析については、名目実効為替相場ではなく、実質実効為替相場を利用すべきであ

る。第二に、価格効果においてはタイムラグを考慮に入れて、アーモンラグなどで分析す

るべきである。第三に、回帰分析上のその他の必要な統計量も記述するべきである。 

３．Institutional Dollarizationについては、討論者は、為替相場制度、為替相場政策、国

際通貨選択における東アジア諸国の通貨当局間の協調の失敗（coordination failure）が発

生していることの帰結であると考える。したがって、協調の失敗の問題解決のためには、

地域通貨協力・地域金融協力などの政策協調が必要である。その際に、考えるべきは、ど

のような地域通貨協力・地域金融協力が有効か、そして、それらを有効にすべき方策は何

かを考えるべきであろう。報告者が指摘しているアジアボンド市場イニシャティブについ

ても、その問題を指摘するだけでなく、その問題をいかにして解決すべきかを考えていた

だきたい。 

 

 

＜討論者からのコメントに対するリプライ＞ 



 小川先生の三点のコメントに対し、以下それぞれお答えしたい。 

 

１．分析の対象が拡散していることについて 

 本報告の主題は、”institutional”という単語を使用した通り、為替レート及び決定構造

を一つの「制度」と見なし、比較制度分析や政治学の意思決定モデルの考え方を流用しつ

つ、関係主体として３つのアクターを設定している。その上で、各アクターの合理的行動

の結果、「ドル化」という通貨制度がアジアで選択されていることを示しつつ、一方では「ド

ル化」の維持コストも無視できない水準になってことに言及している。この分析枠組みに

基づき、各アクターの行動既定要因をなるべく広く捉えようとした結果、小川先生がご指

摘の様に、個々の問題（基軸通貨、アメリカの経常収支赤字問題、アジアボンド市場イニ

シャティブなど）についての分析が粗くなっている点は否定できない。この点については、

今後、個々の問題について研究を深めると言うことでご容赦頂きたい。 

 

２．実証分析の問題 

本報告中で使用した価格効果についての実証分析にはかなり問題が多いことは発表者も

承知しており、小川先生のご指摘は妥当であると考える。しかし、アジアの場合、輸出品

目がエレクトロニクス製品などに極端に偏っており、かつ、エレクトロニクス製品におい

ては価格の下落が急速に進行している。このため、品目構成比がかなり異なる生産者物価

や消費者物価指数を使用して実質化することは妥当であるとは言い難い。また、輸出価格

指数を用いて実質化することも検討したが、同様の理由から輸出価格指数の計算精度にも

問題がある上、被説明変数に同指数を用いて実質化された輸出数量を用いていることから、

共線性の問題が生じる。これらの点については執筆段階で検討したが、発表者は有効な解

決策を見いだせなかった。 

このため、金融政策当局から見ると名目為替レートが最も操作しやすいという点も考慮

し、本発表の趣旨とそれなりに整合的な結果が得られたことから、小川先生の指摘される

問題を承知の上で、敢えて名目実効為替レートを用いた原始的な方法で分析を行い、その

結果をそのまま掲載して読者に結果の解釈を委ねることにした次第である。発表者として

は、上記の問題点を考慮した分析が今後行われることを期待している。 

 

３．「ドル化」の副作用と政策協調の失敗について 

 本発表に依拠すれば、「ドル化」は各アクター間の政策選択ゲームの結果であり、その限

りでは、弊害が高まっていて均衡が崩れる可能性が高まっているにせよ、少なくとも短期

的には各アクターにとって「ドル化」は均衡解である。 

 一方で、「ドル化」という選択を合理化する理由の一つとして、アジアの各国・地域が「ド



ル化」を選択していること（いわゆるバンドワゴン効果）があることなどをも事実である。

この点、小川先生が指摘される様に、「ドル化」は東アジア諸国の通貨当局間の協調の失敗

であると考えることも可能である。 

しかし、本稿の論旨に依拠すれば、「ドル化」からの脱却は、為替制度の選択について、

現在の「ドル化」という均衡解から別の状況へ移動するということになる。かつ、「ドル化」

以外の状況は現時点では存在しない。このため、本稿でも指摘したような「ドル化」の問

題点をもとに、通貨当局が事業法人や金融機関、政策当局といった他のアクターに「ドル

化」からの脱却が合理的であると言うことを納得させ、政策選択ゲームの解としての通貨

制度を別の形に持って行くことはかなり困難である。これは、金融機関勤務のエコノミス

トとして、平素、金融機関や事業法人と接している発表者の実感でもある。 

勿論、一エコノミストとして、発表者は「ドル化」が好ましい状況であるとか、安定し

た均衡状況であるとは考えていないことは本発表で述べた通りである。しかし、一方で「ド

ル化」からの脱却が困難であることも本発表で言及した通りである。本発表の意図の一つ

は、このような現状を踏まえ、「ドル化」脱却のためにはどのような政策対応が必要かにつ

いては経済学以外の観点からも考える必要があるのではないか、少なくとも、事業法人や

金融機関などに対して動機付けを行い、「ドル化」からの脱却によりどのような利益が彼ら

に発生するのかを理解させる必要があるのではないか、との問題提起にある。 

小川先生が指摘された具体的な方策としては、「ドル化」脱却のための政策対応に関し、

それを利用する者には何らかの税制（ないしは会計）上のインセンティブを与えると言っ

た対応が考えられる。例えば、アジアの各通貨をバスケット構成にして発行された債券に

は税制上の特典を与えると言った手段があろう。 


