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中南米の通貨制度における「安定装置」としての郷里送金
―米州システムの視点に基づく役割の考察�―

松井謙一郎 ���������� �������

国際通貨研究所

はじめに

中南米地域の通貨制度の在り方に係る議論は

���	年代に活発に行われたが、その中では二

極解の主張が支持を得ていた。それは、グロー

バル化と大量の資本移動に耐え得るのは、変動

相場制度もしくはドル化・通貨同盟等の強固な

ペッグ（ハードペッグ）という両極のいずれか

の通貨制度であるとして、二極解を提起する主

張であった。そして �			年代になってからは、

ブラジル・アルゼンチンなどの主要国が変動相

場制度へ移行する一方、エクアドル及びエルサ

ルバドルでは公式ドル化政策 �自国通貨を廃止

してドルのみを法定通貨とする政策。以下、ド

ル化政策と略�が採用される動きが見られ、中南

米地域の通貨制度は変動相場制度かハードペッ

グかという形で概ね二極に分化してきた。

このような状況は、国際的な資本移動が活発

�本稿の作成にあたって日米の学者を初めとして多くの
方々から貴重なアドバイスを頂いたことに、深謝申し上げ
る。本稿で示した見解は全て筆者個人のものであり、所属
機関のものではない。また有り得る過ちも全て筆者に帰す
る。

化する中南米地域でも二極解の議論に沿った形

での通貨選択の動きが見られたものとして位置

付けられる事が多かった。しかしながら �			

年代初頭の時点では、実証分析に必要な個々の

要因の数量化・精緻化が十分でなく、分析にも

限界があった。

その後、�			年代以降になると、チンと伊藤

による各国の資本開放度の数値化、ラインハー

トとロゴフによる通貨制度分類の細分化などの

形で研究成果が蓄積されてきた。その一方、中

南米地域では外貨獲得源としての「郷里送金」

に対する注目度が大きく高まった。郷里送金の

背景にある国際労働移動の問題については、米

国社会のマイノリティーとしてのヒスパニック

移民の問題や、移民と祖国とのトランスナショ

ナリズム的な関係などの形で社会学の領域を中

心に研究が蓄積されてきたが、�			年代以降は

郷里送金についての研究も蓄積されている。

本稿では、�			年代以降の新しい研究成果を

織り込んだ分析の枠組みで、中南米地域のサブ

リージョン（中米・カリブ・アンデス・メルコ
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スールという亜地域）ごとに通貨制度に影響を

与えるマクロ要因の実証分析を行う。中南米地

域の通貨制度に係る従来の研究では、ハイパー

インフレーション再発を防止するための通貨制

度の役割や、新自由主義的な政策の中での対外

開放度の高まりといった観点からの分析が中心

となってきたが、郷里送金が地域の通貨制度の

安定に貢献してきた側面も重要であるというの

が本稿の問題意識である。地域内の多くの国で

外貨獲得源として一次産品以外に郷里送金が重

要な役割を果たすようになる中で、郷里送金が

通貨制度の安定にも貢献してきたことが一般的

に言える。分析を通じて、郷里送金が通貨制度

の「安定装置 � !"#��$���」として重要な機能を

果たしていたという、従来の通説では見落とさ

れがちであった点を具体的に検証する事が、本

稿の目的である。

また本稿では、郷里送金とその背景にある米

州域内での国際労働移動の意義を、米州システ

ムの観点からも考察する。＜国際労働の恒常化

→ 郷里送金の増加 → 通貨体制の安定化 → 対

外的な依存度の一層の高まり＞という循環の中

で、郷里送金が安定装置として安定化に貢献し

ている側面については、米州システムの安定と

いう観点からは肯定的に捉える事ができる。一

方で、このような循環は周辺地域の中心地域へ

の依存という世界システムの一環として捉える

事ができるが、域内の労働移動が恒常化する事

で自国の労働市場の空洞化が加速するという悪

循環の問題も深刻になっている。この悪循環の

過程において安定装置としての郷里送金は体制

を固定化する役割を担っているというネガティ

ブな見方も可能である。米州域内の労働移動・

郷里送金の問題は、マクロの視点では従属論の

議論にもつながる問題である一方、歴史的な事

情を背景にして、サブリージョンのレベルでは

国際労働移動の特性に相応の違いが見られるた

め、この違いについても浮き彫りにしたい。

本稿の構成は以下の通りである。%では、郷

里送金に関係する問題の概要と、その背景にあ

る国際労働移動の状況を中米・カリブ・アンデ

スの �地域の対比を中心に分析・整理する。%%

では二極解・ドル化など ���	年代の地域の通

貨制度に係る議論を踏まえた上で、通貨制度の

分類、資本の開放度指標、郷里送金の通貨制度

選択への影響に係る �			年代の新しい研究成

果の概要をレビューする。これらを踏まえ、%%%

で先行研究の枠組みに改善を加えた形で、中南

米地域の通貨制度に影響を与えるマクロ要因の

実証分析をサブリージョンのレベルで行う。そ

して最後の部分では、分析結果を整理しながら

郷里送金の安定装置としての意義を具体的に検

討し、米州システムの中での意義を併せて考察

する。

%�中南米地域の郷里送金と域内での国際労働移動

�� 郷里送金の概要と問題

�			年代に入って途上国の郷里送金（出稼ぎ

労働者や移民の本国宛送金）に対する関心が高

まってきている。途上国にとって郷里送金は直

接投資と並ぶ重要な外貨獲得源となる一方で、

&'(予算の見直し、貧困層に直接資金が行き

渡るような貧困対策の重要性の増大、�		�年 �

月の同時多発テロ以降の資金フローの捕捉強化

等の要因もあり、かかる関心が一層高まった。

表 �のように、特に中米・カリブ・アンデス地

域の諸国では、郷里送金は外貨獲得源として極

めて重要な位置を占めている。

�			年代初めは、外貨獲得源としての重要性、

資金フローの安定性、貧困対策の資金源といっ

た郷里送金のプラス面が専ら注目されていた。

このような中で、郷里送金を促進するための送
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表 �中南米地域の郷里送金の状況（単位：百万米ドル）

����� 年デ－タ� 輸出額 財サ－ビス投
資収支

移転収支受取 内、送金受取 送金受取対輸
出比率

コスタリカ �	��� 
�	��� ��� �� ����

エルサルバドル �	��� 
�	�� �	�� �	��� ����

中米 グアテマラ �	��� 
�	�� �	��� �	��� ���

ホンジュラス �	��� 
�	��� �	��� �	�� �����

ニカラグア �	�� 
�	��� ��� ��� �����

パナマ �	��� 
��� �� �� ����

ドミニカ共和国 �	��� 
�	�� �	��� �	��� �����

カリブ ハイチ �� 
�	��� �	��� �	��� ������

ジャマイカ �	��� 
�	� �	�� �	�� ����

ボリビア �	��� �� �� ��� �����

中米 コロンビア ��	��� 
�	��� �	��� �	�� �����

エクアドル ��	��� 
�	��� �	�� �	�� �����

ペル－ ��	��� ��� �	�� �	��� ����

北米 �メキシコ） ��	� 
��	��� ��	�� ��	��� ���

合計 ���	�� 
��	��� ��	��� ��	��� �����

�米国� �送金支払） 
��	���

（出所）��� ���（��	�
�� � �����
�� ����������）のデータに基づき筆者作成

金手数料の引き下げが政策面での課題となって

きた。銀行口座を持てない「��#"�)��」の人々

が米国には多数存在し、ヒスパニック系の移民

はその主要な層を成している。彼らは銀行経由

の送金が利用できないため、各種の送金業者に

高い手数料を払って本国宛送金を行っているの

が実情である。郷里送金のための手数料が高い

事が、郷里送金の増加を阻害する大きな要因と

なっており、送金マ－ケットへの参入・競争促

進による手数料の引下げ、マネー・ローンダリ

ングやテロ対策の観点から送金取り扱い業者に

対する適正な監督の強化等が課題になってきた。

�			年代以降の米国では、業者間の競争促進や

当局の監督強化を通じて送金業者の手数料の引

き下げが実施されるようになった。

近年では、郷里送金の長期的なマイナスの影

響（これは石油資源が豊富な国が直面してきた

「オランダ病」と類似する問題である）として、

以下のような点が指摘されている。

��自国労働者が他国に出稼ぎに出る事態が恒

常化する事は一種のモラルハザードであり、自

国での労働に対するインセンティブが縮小する。

��国内労働市場が空洞化する事による長期的

な成長率低下や、残された家族の負担等の社会

的な問題も無視できない。

��郷里送金の受取資金の大半が消費に回るた

め、将来のための生産的な投資に充当される部

分が限られる。また一般的に、技術移転を伴う

直接投資と比べて、被受取国全体の投資増加や

生産性向上の促進効果は限られる。

��送金が増える事で受取国の通貨価値が強く

なる（実質為替相場が上昇する）結果、自国通

貨換算による送金の手取り額が減少し、自国内

の競争力を持つ産業セクターが縮小する。

このような事情を背景に、最近では、郷里送

金が消費だけでなく受取国の将来的な生産力増

加につながる投資にいかに向けられるかが、送

金受取国の政策的な課題として議論されるよ

うになってきた。投資の対象としては、起業や

インフラ整備に郷里送金の資金が回るようにす
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る事が典型的な活用例として想定されている。

このため、米国を中心に国外に存在する *+(

（ホームタウン・アソシエーション、*��� +�,�

(  ���"!���）の組織化などを通じて、郷里の投

資事業に対する資金還流を促進する事などが具

体策として進められている。

�� サブリージョナルレベルでの国際労働移動の

比較

郷里送金の増加の背景には国際労働移動の活

発化があるが、国際労働移動は一般的に送出国

のプッシュ要因と受入国のプル要因の両面から

説明される。だが、個別の労働移動に係る実際

の状況は、送出国と受入国の間の歴史的な関係

などの個別事情によっても大きく左右される。

国際労働移動の問題の分析についてはマク

ロとミクロのアプローチがある。マクロのアプ

ローチでは、エマニュエル・ウォーラスティン

の提唱した国際社会システム論や、サスキア・

サッセンの世界都市論（都市への移民集中に着

目）のように従属論的な見方に立って、周辺地

域から中心地域への移動という世界的システム

の一環として国際労働移動を把握するアプロー

チが典型的である。一方、ミクロのアプローチ

は、アレハンドロ・ポルテス等による移民の祖

国との繋がりの問題（トランスナショナリズム）

に関する研究や、メキシコ・中米・カリブ海か

ら米国への移民に関するフィールドスタディな

ど、移民研究の分野で多くの蓄積が見られる。

これらの既存研究においては、マクロ的なア

プローチでは地域特性の視点が失われてしまい

がちである一方、フィールドスタディを中心と

した移民研究ではミクロ的な視点が中心であり

全体像が見えなくなってしまうといった課題を

抱えている。このような先行研究の課題を補う

意味で、本稿の前半ではサブリージョンのレベ

ルで、郷里送金の影響が大きい �地域（中米・

カリブ・アンデス地域）に焦点を当てて、国際

労働移動の状況を対比させながら各地域の特徴

を浮き彫りにする。

米州地域内で移民送出が多い諸国とその主

要な移民先は、表 �の通りである。メキシコ、

キューバといった移民の大量送出国からの移民

に係る先行研究は、従来から数多く存在する。し

かしながら、それら以外の諸国からの移民は、米

国においてはニューカマーとしてのヒスパニッ

ク移民というカテゴリーで括られる事が多く、

送出地域の特性を勘案して取り上げられる事は

少なかったと言える。以下では、中米・カリブ・

アンデス �地域の特性を対比させる形で、移民

送出の状況を概観する。

中米地域では、エルサルバドル・グアテマラ・

ホンジュラス・ニカラグアからの移民が多いの

に対し、コスタリカ・パナマからの移民は対照

的に少なくなっている。中米では ���	年代以

降、地域紛争や経済の低迷などを背景に、米国

への人口流出が増えたが、中でもエルサルバド

ルからの人口流出は ���	年代から域内でも突

出していた。当初は米国側の受入れ数も限られ

ていたが、���	年代以降は定住者が増加する

につれて米国への移動の動きが加速した。この

ような中で、グアテマラ・ホンジュラスもエル

サルバドルに次いで移民送出数を増加させた。

一方で、ニカラグアについても、���	年代か

ら �	年代にかけて米国への移民が相応に見ら

れたが、現在は隣国コスタリカへの移民が増え

ている。

カリブ海地域は中南米地域の中でメキシコに

次いで移民送出数の多い地域となっている。�	

世紀前半までこの地域は世界各地から人口が流

入する地域となっていたが、�	 世紀後半には

もっぱら外部に人口が流出する地域となった。
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表 �移民の大量送出国における主要な移民先（単位：千人）

� 位 � 位 � 位 � 位 � 位 小計 シェア 総計 人口 人口対比
メキシコ 米国 ����� パキス

タン
��� クウェー

ト
�� ドイツ �	 イスラエ

ル
�
 ����� ���
 �	���� ������ �	��

エルサルバド
ル

米国 
�
 カナダ �� パキスタ
ン

�� グアテマ
ラ

�� ホンジュ
ラス

�	 
�� 
��� ��� ����� �
��

グアテマラ 米国 �
� メキシ
コ

�� ベリーズ �� カナダ �� パキスタ
ン

� ��� �	�� �	� �	���� ���

ホンジュラス 米国 ��	 ニカラ
グア

�	 エルサル
バドル


 ベリーズ � グアテマ
ラ

� ��
 
��� ��� ����� ���

ニカラグア コスタ
リカ

��� 米国 ��� カナダ �	 ホンジュ
ラス

� パキスタ
ン

� ��� �	�� ��
 ��	�� �	��

エクアドル 米国 �	� スペイ
ン

��
 ドイツ �� ベネズエ
ラ

�� カナダ �� �	� 
��	 �	� ������ ���

コロンビア ベネズ
エラ

�	
 米国 ��� スペイン ��� ドイツ �� エクアド
ル

�� ����� 
��� ����� ������ ���

ペルー 米国 �
� アルゼ
ンチン



 スペイン �� チリ �
 ベネズエ
ラ

�� �	� �
�� ��	 ����	� ���

キューバ 米国 


 スペイ
ン

�� ドイツ �
 パキスタ
ン

�� ベネズエ
ラ

� ��� �	�	 ��	

 �����	 ��


ドミニカ共和
国

米国 �	� スペイ
ン

�� ドイツ �� ベネズエ
ラ

�� イタリア �� ��� 
��	 �	� ����� ����

ジャマイカ 米国 ��	 英国 ��� カナダ ��� ドイツ �
 パキスタ
ン

�� 
�
 ���� ��� ����� ����

ハイチ 米国 ��
 ドミニ
カ共和
国



 カナダ �� グ ア ダ
ルーペ

�� フランス �� ��� ��� ����� ���

プエルトリコ 米国 ����� イタリ
ア

�� ドイツ �	 パキスタ
ン

�� クウェー
ト

�	 ����� ���� ���		 ��
	
 ���	

（出所）�	��	 �����
� �����
のデータベース（���� 年）に基づき筆者作成

域内諸国の状況を見ると、次のように �つのグ

ループに分けられる。

�番目のグループは、米国への一極集中型で

あるキューバ、ドミニカ共和国、プエルトリコ

である。キューバおよびプエルトリコは、メキ

シコに次いで米国への移民数が多い（なお、プエ

ルトリコの場合は米国本土への国内移住である

が、比較検討のためにここでは移民の範疇に含

める）。キューバの場合には革命以降の���	年

代に亡命者が増加するにつれて、またプエルト

リコも米国の自治領となって以降、米国への移民

（国内移住）が増えてきた。一方、ドミニカ共和

国の場合は、マキラドーラを含めて米国への貿

易依存度が高く、米国と自由貿易協定 �-(.+(/

'0�を結んでいる点などで中米地域と共通点が

多く、この点でキューバやプエルトリコとはや

や事情が異なる。

�番目のグループは、米国への移民も多いが、

他国への移民の分散も相応に見られるハイチと

ジャマイカの �か国である。ハイチは域内唯一

の仏語圏の国であり、また隣国のドミニカ共和

国への不法移民の問題も良く知られている。ま

た、同じカリブ海地域でも、米国はキューバから

の移民の受入れに対しては比較的寛容であった

のに対して、ハイチからの移民受け入れに対し

ては消極的であった事も背景にある。一方で、

ジャマイカは英連邦の繋がりで米国以外に英語

圏である英国・カナダにも多くの移民を送り出

しており、その移住者はディアスポラ ���" 1��"�

の典型例として取り上げられる事が多い。

アンデス地域の場合は、前述したように米国

に圧倒的に依存する中米・カリブ地域とはやや

異なる構図となっている。例えば、コロンビア

とエクアドルの �か国については �			年代に

なってスペインへの移民が急激に増えるという

現象が見られた（図 �� �）。
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図 �コロンビアの出移民の推移（人、％） 図 �エクアドルの出移民の推移（人、％）

（出所）移民数については �������
 �	��� �
�������、成長率については ��� のデータベースより筆者作成

エクアドルとコロンビアの両国では、���	年

代後半に経済が急速に悪化したため移民が増加

したが、�		�年には、経済的に急拡大を続ける

スペインの移民政策転換を背景に、スペインと

の間で移民協定締結が行なわれた。両国の事例

は、同じアンデスでもスペインへの移民が殆ど

見られないペルーとは対照的であり、このよう

な点に送出国と受入国の歴史的な関係の違いが

反映されていると言える。

以上、%では、%%に関連する郷里送金の概要

と郷里送金への依存度の高い �地域の国際労働

移動の特性を対比する形でレビューしたが、%%%

では、郷里送金の安定装置としての役割を具体

的に検証した上で、その意義を考察する。

%%� 中南米地域の通貨制度に関する先行研究の

整理

�� �			年代初頭までの議論と課題

���	年代に新興国での通貨危機が相次いだ

事から ���	年代後半には、通貨危機に耐え得

る通貨制度に係る議論が数多くなされたが、そ

の中で一つの流派となったのが、二極解（いわ

ゆる +,� -����� 2��!��� 、3�1�"� 4��,）の

主張である。この主張の先駆けであるアイケン

グリーン �5�����6���� �����は、��世紀の国

際通貨制度は変動相場制度と通貨圏が主要な通

貨制度の在り方となり、中間的相場制度が空洞

化するとした。その後、アジア通貨危機におい

て中間的為替相場制度であるドルペッグ制度を

放棄して変動相場制度へ移行する国々が続く一

方で、ハードペッグの �つの形態であるカレン

シーボード制度を取り入れる国々が通貨危機を

回避した事から、その政策が支持を得るように

なった。

一方、中南米では、アルゼンチンのメネム大

統領が ����年にドル化の可能性を示唆した事

や、米国で国際金融安定化法案が議論された事

を背景に、在るべき通貨制度に関する議論が活

発に行われるようになった。表 �はその議論に

関連するマクロデータであるが、域内国の在る

べき通貨制度については概ね次のような論調が

見られた。すなわち、ブラジルについては、米

国への依存度が低く、政治的な意思を勘案する

と、ドル化には最も適さない国とされたが、他

方、アルゼンチンやメキシコについては専門家

や政策立案者の間でも意見が分かれた。

ドル化の可否を巡る議論における米国の著名

な論者と根拠は、概ね次の通りである。すなわ

ち、ドル化支持者としてはドーンブッシュ、ハ

ンケ等がいるが、彼らはその理由として途上国



中南米の通貨制度における「安定装置」としての郷里送金 �

表 �　米州域内の地域・主要国におけるドル化の適格性

カナダ 中米・カ
リブ

メキシコ ブラジル アルゼン
チン

他のメル
コスル諸
国

アンデス
諸国

経済規模 �米国の ��� と
比較した規模 ����

��� ��� ��� �� ��� �� ���

対外開放度 �輸出・輸入の
対 ���比の合計 ����

���� ��� ���� ���� ���� ���� ����

貿易全体に占める米国のシ
ェア ���

���� ��� ���� ���� ���� ���� ����

ショックへの反応度（米国
との共通度）

△ ○？ △ × × × ？

負債のドル化 × △ ○ × ○ △ ○

（出所）��		����
（����）の表に基づき筆者作成�

全般で政策運営への政治介入の弊害が大きい点

を指摘し、政策の恣意性を将来的に排除して政

策への信認を確保するために、ドル化の重要性

を強調している。またカルボは、途上国の多く

がドル建ての債務を多く抱える状況で、為替の

切り下げによる為替差損の顕在化が危機につな

がるという面も重視している。一方で、ドル化

反対論者のサックスやクルーグマンは為替相場

変動による調整手段を失うという問題点を重く

見ている。

その後、�			年代に入ってからは、中南米地

域でも主要国のブラジル・メキシコ・アルゼン

チンを始め経済規模の大きい国々で変動相場制

度が主流となる一方で、エクアドル・エルサル

バドルなどの小国では公式ドル化制度の採用が

見られた。このような中南米地域での通貨制度

の動向は二極解に沿った動きになったと言える

が、これに関する実証件研究は限られていた。

これらの研究では、独立変数として、マクロ経

済以外の政治・制度的な変数を分析に織り込む

事が行われてきたが、��通貨制度の区分が少な

く（最も多いものでも �分類であり）、キメ細

�数字は ��		����
 ���� の表を使用したが、ショック
への反応度と負債のドル化の項目は、○×△の表記に置き
換えた。

かい分析を行なうには限界があり、また ��中南

米地域にとって重要な要素である資本の開放度

と郷里送金が分析の枠組みの中に勘案されてい

ない、という課題があった。この意味で、�			

年代半ばまでの実証研究には限界があったと言

える。

�� �			年代後半までの研究成果

このような課題を �			年代後半までの研究

成果を踏まえて分析するのが本稿の目的である

が、これらの成果の概要をレビューしておくと

以下の通りである。

まず通貨制度分類については、従来は �� 7���

（見かけ）分類と �� 8"�!�（実態）分類があった

が、%�.の通貨制度分類では、政策当局者のヒ

アリング等も加味して総合的に決定されてきた。

このような中で分類の客観化・精緻化の試みが

行われてきたが、本稿ではこの中で最も良く使

用されていると思われるラインハートとロゴフ

�0����"�! "�� 0�6�� �		��の分類を使用する。

分類は全部で ��段階であり、数字が大きいほ

ど為替制度の柔軟性が大きく、数字が小さいほ

ど為替制度の柔軟性が小さい（これは固定相場

制度を指す）事を示している。例えば主要国に
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表 �通貨制度の変遷

�� �� �� � ���� ���� ���� ����

��������� �� � � � �� � � �

����� �� �� � �� �� �� �� ��

!"� �  �� ��  �� �� �� ��

#�$�%& � � �� �� �� �� �� ��

（出所）���
 ���!"����
 �#! $%

��	 &
� �	����&����
' のデータベースに基づき筆者作成

図 �　資本開放度の変化

（出所）" �

 �
( �� のデータベース�に基づき筆者作成

おける為替制度の変遷は表 �の通りだが、数字

の ��は完全な変動相場制度を、�はカレンシー

ボード制度をそれぞれ示している。

次に資本の開放度に関して見ると、具体的な

資本規制の内容については各国とも中央銀行等

のホームページで説明しており、このような各

国の規制の状況は %�.の年鑑に要約されてい

る。資本規制の場合には様々な種類の規制が存

在するため、客観的な比較は困難な状況にあり、

その内容を分析の枠組みに織り込む事も困難で

あった。しかしながら、世界的な規模での資本

移動の急増と新興国での通貨危機が大きな問題

となる中で、�			年代に入って、チンと伊藤

�資本開放度に関する " �

 �
( �� のデータベース
)*�+�
,����#-	�.は次のホームページより入手が可能であ
る。 ��+/��0��#+(-#�(��12��� )��. 、もしくは  ��+/��000#

���#0���#�(��12�� �

�������� # ��	 )" �

.

�-���� "�� %!� �		��のように各国の資本開放

度の度合いを指標化する試みも出てきた（図 �）。

最後に郷里送金に関し、シンガー �2��6��

�		��の分析に依拠して整理しておきたい。郷

里送金の資金フローが、直接投資や援助等の他

の形態の資金流入として変動性が少なく安定的

な資金獲得源となっている点、受取国にとって

自国の経済が不況に陥った時の一種の保険とし

て機能している点は、多くの先行研究で指摘さ

れてきた。一般的に固定相場を採用すると相場

の安定が確保できる一方で、自国の金融政策の

独立性を放棄せざるを得なくなるというジレン

マ（国際金融のトリレンマ）に直面する。この

ような状況で、郷里送金のもたらす安定的な機

能は当局にとって相場を固定化させるインセン

ティブとなるというのがシンガーの議論である。
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シンガーは発展途上国全般のパネルデータ（��

の途上国の ����年から �		�年までのパネル

データ）を使った実証分析を行って、郷里送金

の受取が多い国において当局者が固定相場制度

を採用する可能性が高いという仮説は裏付けら

れたとしている。

%%%�サブリージョン毎に見た安定装置としての

郷里送金の役割についての分析

以下では、�			年代初頭までの先行研究の枠

組みに、前述した �			年代以降の研究成果を

織り込む形で分析の枠組みを設定する。この枠

組みで、米州地域の ��か国を �つのサブリー

ジョン（中米 �か国、アンデス �か国、メルコ

スール �か国、カリブ �か国）に分けて実証分

析を行う。

�� 先行研究の問題点を勘案した分析の枠組み

本稿での分析は、以下の式を&92（最小二乗

法）で推計した上で、�つの独立変数の従属変

数への影響を係数符号・係数の有意性の観点か

ら変数毎に分析するという形で行う�。

通貨制度分類（数値化）＝β 	 �β �・経済

規模�β �・郷里送金（
':比）�β �・インフ

レ率�β �・対外開放度�β �・資本開放度�β

�・実質
':成長率�β �・交易条件変化率�β

�・民主化度

使用したデータは以下の通りである。従属変

数となる通貨制度選択の形態はラインハートと

ロゴフの ��段階 �;�� �"  �;�"!����の分類を

使用した�。また、それぞれの独立変数のデー

�松井 )���3. が中米地域のみに限定した分析であるのに
対し、本稿の分析は、サブリージョン単位で中南米全域を
対象としている点、分析の枠組みでも資本開放度が新たに
勘案される点等で、より拡充され包括的な分析となってい
る。

�通貨制度分類については、ラインハートの通貨分類の
数字にプロビット変換を行った上で、回帰分析を適用した

タ、すなわち、経済規模（購買力平価で計算し

た 
':の対数値）・郷里送金（対
':比）・イ

ンフレ率・対外開放度（輸出入の対
':比）・

実質 
':成長率・交易条件変化率（対前年比

の変化）の各変数は世銀のデ－タベ－ス�を利

用して計算した。資本開放度は、チンと伊藤の

データベースを利用した。政治変数は、政治体

制の民主化度を指標化したデータである :��!<

%4のデータベースの中の:��!<の数字（%���=

は/�	から �	までの整数で表示され、数字が高

いほど政治の民主化度が高い事を示している）

を民主化度の指標として使用した�。

従来の先行研究では中南米地域を一括りにし

て分析するケースが殆どであった。カリブ海の

小国なども含めるのはサンプル数が増えるとい

うメリットはあるものの、地域特性のかなり異

なる国々を同一に扱うには問題がある。本稿で

は、次の点も踏まえてサブリージョン毎に括っ

た上で分析する事を基本とした。

�）それぞれのサブリージョンでは従来から、

通貨統合も将来的な視野に入れた形で地域統合

の枠組みが存在し、政治・経済上の単位として一

括して分析する事は妥当であると考えられる。

�）アイケングリーンは、世界の通貨制度は地

域毎の通貨圏か先進国間の変動相場制度の二極

に収斂する事を予想している。アフリカの-.(

フラン圏、カリブ海の東カリブ通貨同盟などの

歴史的に古い通貨圏やユーロ圏の成立に加えて、

近年の中東湾岸諸国間での通貨同盟形成の動き

（��
��� や松井による分析でもこの手法が使われている）。
なお、�～�4 までの分類をまず � と � の間の線形値（通貨
の変動率に相当する）の指数値に置き換えた上で、この指
数値をプロビット変換した。

�世界銀行の 55� 6���* 6���� のデータベースで、
リンクは次の通りである。 ��+/��((+7�-�#0�	(��
*#���

�-��55�66�������#(8��� (�����������9�����(�

�9:�����(���;
�  ��+/��000#��������+����#���+	����+	���4# �� の中

のデータベースで ��
��� も使用している。
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などを勘案すると、サブリージョンのレベルで

通貨制度の在り方を考える事は時宜にかなって

いると考えられる。

�）また個別の国毎に分析を行うとサンプル数

が非常に少ない形での分析となり、特定のデー

タに左右されるという技術的な問題もある。更

に、個別の国毎のデータに関して独立変数の相

関係数を算出して見ると、	��を超えるような

高い相関の組み合わせも散見される。説明変数

の相互間における相関の問題（多重共線性）が

発生して、独立変数の係数符号・有意性の分析

に影響する可能性が高い。

具体的なサブリージョン毎に括る際の留意事

項は、次の通りである。

�）メルコスールはチリを含めた �か国とし

た。チリはメルコスールの準加盟国であり、か

つ経済の発展度を勘案して、メルコスール地域

に入れて分析した。�）アンデス地域では、現在

ベネズエラはアンデス共同体から脱退している

が、�			年代半ばまではメンバーであり、分析

の対象期間の大部分はアンデス共同体に属して

いた事を勘案してアンデス地域に含めて計算し

た。�）中米地域ではパナマは通貨制度が�		年

以上の超長期間にわたって固定化されており、

郷里送金を含むマクロ計数が変動しても通貨制

度には全く影響が及ばない形となっているため、

パナマを除いた �カ国（コスタリカ・エルサル

バドル・グアテマラ・ホンジュラス・ニカラグ

ア）を対象として分析した。�）カリブ地域で

は、全般的に小国が多く、地域の中で経済規模

と人口が比較的大きいドミニカ共和国・ジャマ

イカ・ハイチの �か国のみを対象とした（なお、

データの制約もあり、カリブ地域では交易条件

変化率は除いた） 。�）>(.+(を形成する北

米地域の国としてカナダとメキシコを括る事も

考えられるが、経済の発展段階・経済状況が大

きく異なるため、両国を括って分析するのは適

切ではなく、分析対象から除いた。

�� 分析結果の概要と解釈

ロゴフ等 �0�6�� �! "� �		��は、通貨制度分

類を従属変数とし、他の様々な変数（マクロ変

数・政治変数）を独立変数とした形で、様々な

地域の過去の実証分析をレビューしている。対

象国・地域や対象時期によって影響が異なるた

め、それらの変数が普遍的に当てはまる傾向は

なく（例えば、独立変数として使われる頻度が

最も高い対外開放度や経済規模でも、過去の実

証分析では明確な結論が出ていない）、個別に実

証分析の結果を解釈する事が必要であると、ロ

ゴフ等は結論付けている
。

前述の枠組みを踏まえた分析結果は、後掲の

表 �に見る通りである。サブリージョン毎に独

立変数の係数と有意性を示す :値を記載した。

係数符号と有意性を中心に、独立変数毎に通貨

制度への影響とそれに係る解釈をまとめると、

次の通りとなる。

まず、郷里送金の影響については、経済に占

める郷里送金のウェイトが大きい中米・アンデ

ス地域では、係数符号がマイナスであり、それぞ

れ �	?および �?の水準で有意であり、通貨制

度の安定に郷里送金が貢献している事が確認で

きた。メルコスールでも係数符号がマイナスだ

が、有意でないのは経済全体への郷里送金の影

響が少ないという点からも説明できる。一方、

カリブ地域は係数符号がプラスで、有意水準も

満たしていない。これらの国々では郷里送金へ

の依存度は非常に高いが、経済低迷・通貨危機な

どの影響で通貨制度が安定しないため、予想さ

れたマイナスの符号にはなっていないと言える。

���� �� �	# )���4. �#�<7�#��)�#�=7�#�3 が過去の実証
分析の要約.
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次に、中南米の通貨制度において重要視され

てきたインフレ率・対外開放度・資本開放度の

�変数の影響について整理すると、以下の通り

で予想された結果が概ね裏付けられている。

インフレ率については、ハイパーインフレが

見られたメルコスール地域・カリブ地域では係

数符号がプラスで、変動相場制度とインフレの

間に強い正の相関関係がある事が数字上も裏付

けられている。一方、中米・アンデス地域の場

合には、メルコスール地域やカリブ地域と比較

するとハイパーインフレの期間・レベルは限定

されたものであり、通貨制度へのインフレの影

響も有意なものではない点が、分析の結果でも

示された。

対外開放度については、メルコスール地域・

アンデス地域では対外開放の進展と変動相場制

度の移行が並行的に進んできた傾向が見られる

が、係数符号がプラスで有意となっており、そ

の点が裏付けられたと言える。また、中米地域

でも係数符号はプラスであり、カリブ地域のみ

で符号がマイナスとなっている。

資本開放度については、メルコスール地域の

みで係数符号がプラスとなっているのに対して、

他の中米・アンデス・カリブ地域ではマイナス

となっている。メルコスール地域では ���	年

代に資本開放度が高まる中、通貨危機なども経

て変動相場制度へ移行していった事で、その点

は説明できるが、係数の有意度の点では影響は

限定されている。一方、中米・アンデス地域で

も資本の開放度は高まっていったが、郷里送金

の増加などで通貨制度が安定してきた事で、プ

ラスの係数符号や有意度が説明できよう。

最後に、それ以外の �つの独立変数に関して

分析結果を整理すると、次の通りとなる。経済

規模については、中米地域を除き係数の符号は

プラスとなっている。中米地域の場合には経済

規模の係数の符号はマイナスであるが、中米地

域は地域情勢が安定する中で経済規模も順調に

拡大し、通貨制度が安定していった事で、その

状況が説明できると考えられる。実質 
':成

長率と交易条件変化率の影響は、理論的にも特

定できない（符号がプラスとマイナスのどちら

にも成り得る）が、実際の分析結果に照らして

も、係数符号は地域によって一定してはいない。

民主化度に関しては、地域全体で見ると民主化

が進展してきたという傾向が見受けられるが、

通貨制度への影響は地域毎に異なるという結果

になっている。

以上で見たように、インフレ率・資本開放度・

対外開放度などの重要なマクロ要因については、

当初の想定が概ね裏付けられた他、サブリージョ

ンレベルでも郷里送金が通貨制度に重要な影響

を及ぼしている事が、分析の結果として確認で

きたと言える。

�� 米州システムの観点から見た安定装置として

の郷里送金の意義

最後に、米州システムの視点から安定装置と

しての郷里送金の意義を考えることとしたい。

�	世紀に入ると独立後の中南米地域の経済に

大きな影響を及ぼしていた英国の覇権に陰りが

見られるようになった。一方で、米国は国内で

の開発を終えて中米・カリブ地域に影響力を拡

大し始めており、第一次世界大戦で英国の没落

と米国の台頭の流れは決定的なものとなった。

更に第二次世界大戦後は中米・カリブを含む中

南米地域における米国の影響力が決定となった

が、米州システムとは同地域における反共体制

（国家間の軍事協力や米国による域内諸国への

種々の支援など）を意味していた。

その後、���	年代には、累積債務問題や中米

紛争などの混乱の中で中南米地域では経済の構
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表 �　全体の分析結果

メルコスール アンデス 中米 カリブ
)係数） （� 値） )係数） （� 値） )係数） （� 値） )係数） （� 値）

経済規模 �#�3;� �#�4�< �#�3;� �#���� 7�#��4= �#��;4 �#;<�� �#���< >>

郷里送金 7�#��=� �#��<� 7�#�;3� �#���� >>> 7�#���� �#��3; > �#��=� �#���4

インフレ率 �#�<�; �#���� >>> 7�#��;� �#�<34 �#��<� �#�;4� > �#���; �#���� >>>

対外開放度 �#��3< �#�4�< >> �#�4<� �#���� >>> �#���= �#<��� 7�#���� �#���� >>>

資本開放度 �#���� �#���� 7�#�433 �#���� >>> 7�#�<�� �#���� >>> 7�#��<� �#3�<3

�5� 成長率 7�#���; �#3��� 7�#��=� �#�4<� >> �#���< �#�;�� �#��4� �#�<�= >>

交易条件変化率 �#��4� �#��<� >> �#���� �#3��� 7�#���; �#���= >>> ー ー
民主化度 7�#���� �#<��; 7�#�;�= �#���4 >>> �#��3; �#��4� >> 7�#���� �#=���

データ数 3� ��� ��3 ��

決定係数 �#;��� �#;�=� �#�4�3 �#;���

（出所）計算に基づき筆者作成	

造改革へ向けた動きや民政化の流れが定着する

ようになった。���	年代に入ると、この流れ

の中で新自由主義的な改革が中南米各国で推進

され、米州全体でも米州自由貿易構想の推進の

気運が高まるなど、米州全体としての一体感が

醸成されるようになった。ところが �			年代

に入ると、米国は �		�年の同時多発テロで米

国にとっての中南米地域の外交上の優先順位が

大きく低下し、そのような中でアルゼンチンの

債務危機とそれに伴う域内の混乱も見られた。

�			年代の半ば頃には南米諸国を中心に左派

政権の成立が相次いで、政治的にも米国からの

独立志向を強める中で、米州システムの亀裂が

しばしば指摘されるようになった。

他方で、�			年代になって外貨獲得源とし

ての郷里送金の存在が世界的に大きく注目を集

める中で、米州地域でも郷里送金の重要性が高

まってきた。域内の多くの国々では外貨獲得源

として一次産品に依存してきたが、この体制に

限界が見える中で郷里送金が重要な役割を果た

すようになっている。特に、中米・カリブ地域

では、郷里送金が一次産品やマキラドーラに代

わる外貨獲得源の柱として恒常的な貿易赤字を

	係数・�値は小数第 4位まで表示した。�値の右欄の>>>

は �?、>>は ;?、>は ��?の水準で有意である事を示す。

補填する形で各国の通貨制度の安定にも大きく

貢献している。この一方で、これらの国々では

国際収支の赤字補填のための郷里送金への依存

と国際労働の恒常化が決定的なものになってお

り、一次産品依存に代わって「人の輸出」依存

の体制に陥りつつある。このように米州域内で

は、中米・カリブ地域を中心に＜国際労働の恒

常化→郷里送金の増加→通貨体制の安定化・

依存体質の固定化＞という循環・体制が定着し

ている状況にある。

�			年代に入ってから米国では、郷里送金

の送金手数料の引き下げが行なわれ、中南米地

域からの出身者が関わる *+(（ホームタウン・

アソシエーション）の組織化が見られる。郷里

送金の送金手数料の引き下げは郷里送金の増加

を後押しし、*+(の増加も送り出し国にとって

郷里送金への依存を強めることになっている。

�		�年のグローバル金融危機で米国経済が大

きく影響を受ける中で、国際労働移動・郷里送

金が一時的に減少するといった形でこの体制に

動揺が見られたが、郷里送金が米州システムの

中の安定装置として作用しているという基本的

な構造自体は変わっていない。

このように、�			年代になって政治面で亀

裂が目立ってきた米州システムの中で、域内労
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働移動と郷里送金は米州全体の安定という観点

から重要な役割を担うようになっていると言え

る。シンガーが分析の念頭に置いているのは、

個別国レベルでの通貨制度の安定装置としての

郷里送金の役割であるが、本稿の分析で見たよ

うに米州地域では、郷里送金は個別国の次元に

とどまらず地域全体のシステムの安定装置とし

ての役割を担っている。

一方で、国際労働移動の恒常化は、自国労働

市場の空洞化・労働観の変化といった形でモラ

ルハザード（いわゆるオランダ病）が深刻化し

ている事の裏返しであるとも言える。従って、

＜国際労働の恒常化→郷里送金の増加→通貨

体制の安定化→ 対外依存の一層の高まり＞と

いう循環は短期的にはシステムの安定に貢献し

ているが、長期的な観点からは自立の阻害と外

部への従属の強化につながっている。このよう

に視点によって、安定装置の役割や意義はかな

り異なってくるとも言える。

おわりに

カスタニェダ �-" !"@��" �		��は、米国の移

民政策は米国と中南米諸国間の外交問題で最も

重要な問題の �つと位置付けられるものであり、

米国の国内問題の次元からのみ議論されるべき

問題ではなく、米州地域全体の安定という次元

からも議論されるべき問題であるとしている。

しかしながら、実際には米州地域の域内労働移

動・郷里送金に係る先行研究はミクロ的な視点

からのものが圧倒的多数であり、地域全体の安

定というマクロ的な視点からの分析は限定され

ていた。他方で、米州地域の通貨制度の研究に

おいても、通貨制度の安定装置としての郷里送

金という視点からの分析は殆ど存在しなかった。

本稿の分析では、先行研究で取り上げられる

事が多かったインフレ率・対外開放度・資本開

放度といった変数の通貨制度への影響が概ね予

想される数値となった事に加え、郷里送金が通

貨制度の安定に重要な役割を果たしている事を

実証した。併せて、地域の通貨制度の安定装置

としての郷里送金について、米州システムの観

点からその意義を指摘した。一方で、歴史的な

事情を背景にして、サブリージョンのレベルで

は国際労働移動の特性に相応の違いが見られる

が、この点についても明らかにした。

本稿での域内労働移動と郷里送金の役割の考

察は、サブリージョンや米州システムというマ

クロの視点からの分析が中心となった。マクロ

とミクロの両面からの視点を組み合わせること

でこの問題についての立体的な分析が可能にな

るが、個別国を対象としてミクロ的な視点から

の事例分析を積み重ねていく事は今後の課題と

したい。
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