２０１５年５月１１日

最近の韓国・中国・台湾経済情勢について

[今週のチェック・ワード]
［中国本土の戦略について］
私は、私の個人的経験からですが、「中国、そして中国人はやはり凄い。」と感じています。
何が、私をして、中国は凄いと思わせるかと言えば、
「中国の指導部は、国家戦略を立てる際には、一般的、相対的には時間軸を長く持ち、長期戦略に
出る。
本丸を攻める際には外堀を埋め、じわじわと真綿で首を絞めるように陥落させて行くと言う戦略を
好む。
負ける喧嘩はしない。
その相手に勝てるようになるまで、じっくりと時を待つ。」
と言うことを経験から見ているからです。
これは、私が中国を好きだ、或いは、嫌いだに関係のない、私の中国に対する一つの強い印象であ
り、この視点からすると、「中国、中国人は凄い。」と言う印象になります。
こうした中、昨年からの中国本土の動きを見ていると、習近平国家主席は、昨年、わざわざ、
「アメリカを除く」と前置きした上で、「アジアの国々で、アジアの新しい秩序を構築したい。」
と高らかに、中国本土の目指す、「新たなスローガン」を掲げました。
ウクライナ問題で揺れる、米露、そして微妙な立ち位置にある欧州などを背景とした「覇権争いを
巡るパワーバランスの変化の兆し」、スコットランド問題などに見られる「既存国家の枠組みの変
化の可能性」、アルカイダやイスラミツク・ステートに見られる過激派の「とにかく既存の世界秩
序を破壊してしまおうとする過激な動きの拡散」と言った、
「混沌の深まり」をむしろ Take Chance
して、
「中華民族の結束と復活、そして更なる繁栄」を人民に示しつつ、
「国内の不満を低下させて、
先ずは足元を固める。」と言う戦略を打ちつつ、世界に対しては、第二次世界大戦後に培われてき
た、英米流のスタンダードを崩すべく、
☆金融と通貨の国際的な主権拡大を目指して、「新興国の新興国による新興国の為の開発銀行」と
してのアジアインフラ投資銀行構想を掲げ、現行の世界銀行グループによる国際開発の体制に楔を
打つと共に、その過程でじわじわと通貨・人民元の決済機能の強化と建値としての役割拡大を目指
すと言う具体的行動に出てきている。
☆米国が主導するＴＰＰ妥結の遅れを横睨みしながら、中国本土が主導する新たな多国間貿易・投
資連携を目指して、既に水面下では動き始めている。尚、この戦略に於いては、韓国との強い連携
の可能性もある。
☆中国本土が主導するミサイル防衛システムの普及に着手し始めている。
と言った現象が既に垣間見られています。
英国がアヘン戦争を利用して眠らせたと言われる、「眠れる獅子、中国」は目覚めて、活動を再開
し始めたのでしょうか？
その中国本土と連携している可能性があると見られるような動きを示す、ロシアは、或いはドイツ
などはどう出てくるのでしょうか？
日本外交も一つの正念場にあるように思います。
[台湾・中国・その他]
―今週の台湾・中国―

［台湾］
中国本土の中国共産党と台湾の与党・国民党は、中台両岸交流促進などを話し合う「両岸経済貿易
文化フォーラム」（通称・国共フォーラム）を上海で開催した。
そして、国民党トップの朱立倫主席が、習近平共産党総書記（兼国家主席）と会談した際に、両首
脳は、「両岸の交流を深め、交流の成果を広めなければならない。」との共通認識を示した。
国民党にとっては、中台交流を基にして経済発展を促進、国民の支持を高めること、中国本土にと
っては、独立色の強い台湾の民主進歩党を牽制する意味もあり、両首脳は成果を共有したものと見
て取れ、今後の動向をフォローしたい。
［中国］
米国の有力紙であるニューヨーク・タイムズは香港発のニュースとして、
「中国本土の習近平国家主席や胡錦濤前国家主席、温家宝前首相ら新旧党指導者の親族が関与する
企業などが、中国本土を代表する不動産グループ“万達集団”に出資していた。」
と報道している。
この記事のトーンは、そこに、「不正・腐敗」があることを感じさせるものであり、その真偽は定
かではない中、当該記事に対する評価は難しい。
しかし、こうした見方が米国のマスコミから出ていることを注視したい。
―今週のニュース項目（見出し）―
１．
中豪関係について
２．
ミャンマー情勢について
３．
台湾政府、外交姿勢について
４．
５．
６．
７．
８．
９．

マレーシア、シンガポール高速鉄道計画について
中露関係について
インド・モディ政権の外交姿勢について
中国本土、習国家主席の外交予定について
中国本土・習近平政権の対露戦略について
日豪関係について

―今週のニュース―
１．
中豪関係について
オーストラリア政府・外国投資審査委員会は、２０１３会計年度（２０１３年７月～２０１４年
６月）のオーストラリアへの直接投資額（認可ベース）で、中国本土が米国を上回り初めて首位に
なったと発表している。
即ち、中国本土はオーストラリアに対して同期間中に２７７億豪ドルを投資しており、１０年以上
首位だった米国の１７５億豪ドルを大きく上回っている。
尚、中国本土の投資のうち、その４割超の１２４億豪ドルが不動産向けとなっている。
引き続き動向をフォローしたい。
２．
ミャンマー情勢について
ミャンマーは少数民族も含めた多くの民族が存在する多民族国家である。
最大勢力であるビルマ族は、その対応に腐心、しかし、その間隙を縫って、外国勢力が少数民族を

支援したりし、ミャンマーと言う国家に揺さぶりを掛けることもある。
こうした中、ミャンマー国軍は、国内メディアや同国に支局を持つ外国メディアに対して、軍と戦
闘状態にある少数民族コーカン族の武装勢力の声明などを報じないよう警告した。
そしてまた、「もしも、これを報道した場合は法的措置を取る。」ともしている。
内外メディアからは批判が出ており、再び、ミャンマーの民主化について、内外の批判を受ける危
険性もある。動向をフォローしたい。
３．
台湾政府、外交姿勢について
台湾政府は金融面での新たな国際組織となるであろう、中国本土政府が主導する「ＡＩＩＢ」への
参加意欲を示す一方、実体経済面での新組織となる予定の「ＴＰＰ」にも参加意欲を示している。
国際社会の中でのバランスを重視する台湾の巧みな外交姿勢を引き続き注目したい。
４．
マレーシア、シンガポール高速鉄道計画について
シンガポールのリー・シェンロン首相とマレーシアのナジブ首相は、シンガポールで会談をし、両
国を結ぶ高速鉄道計画（全長約３３０キロの予定）の開業時期を、当初目標の２０２０年から先送
りすることで合意した。
これによって、年内と見られていた同プロジェクトの国際競争入札も来年以降にずれ込む見通しで
ある。
両首相は会談で、同計画を両国の最重要プロジェクトと確認しているが、日本円にすると１兆円以
上とされる建設費用の調達方法などで協議が続いており、更に、国際情勢の不安からくるマレー半
島全体の社会情勢を見極める必要性なども出てきているものと見られていることから開業時期が
延期されたものと推測されている。
引き続き動向をフォローしたい。
５．
中露軍事関係について
ロシア政府・国防省は、地中海で中国本土軍との合同軍事演習を今月１１～２１日に行うとしてい
る。
現在、この演習には両国の艦艇計９隻が参加する見通しとなっている。
そして、中露両国は演習を防衛的なものと表明しているが、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）などは
中露のこうした軍事的な動きに対して警戒を強めることは間違いない。
ウクライナ問題や南シナ海問題で姿勢を崩さぬ中露両国の共同歩調に米国は、そして欧州はどのよ
うに反応するのかフォローしたい。
６．
インド・モディ政権の外交姿勢について
インドのモディ政権は国際情勢を睨んだ絶妙の均衡外交姿勢を示している。
こうした中、インド政府・外務省は、モディ首相が今月１４～１９日に中国本土、モンゴル、韓国
を歴訪すると発表した。
いずれもモディ首相の首相就任後では初訪問となり、特に、中国本土では、習近平国家主席と会談
し、経済関係の強化などについて協議すると見られ、また、北京、上海のほか、西安も訪れると見
られている。
その外交手腕を注目したい。

７．
中国本土・習国家主席の外交予定について
中国本土政府・外交部は、習近平国家主席が今月７日から１２日までカザフスタン、ロシア、ベラ
ルーシの３か国を歴訪すると発表した。
そして、モスクワで開かれる対ドイツ戦勝７０年を祝う軍事パレードなど記念式典にも出席する予
定となっている。
ウクライナ情勢を巡りロシアと対立する先進７か国（Ｇ７）首脳はパレード出席を見送るという中、
習氏の出席はロシアのプーチン大統領との、「個人的な友情」を前面に出してこのパレード出席を
強行しようとしているが、ロシア、欧米双方の顔色を窺った外交姿勢ともなっている。
中国本土としたたかな外交姿勢がここにも見て取れる。
８．
中国本土・習近平政権の対露戦略について
中国本土の習近平国家主席がモスクワで開催される対独戦勝７０周年の軍事パレードに出席、ロシ
アを訪問した。
欧米の首脳がこのパレードへの参加を見合わせる中、中国本土はロシアと連携し、欧州、米国との
狭間でバランスを取る姿勢を示している。
また、ここでは「反ファシズム」を「抗日」よりも前面に打ち出すことによって、各国に広がる「中
国脅威論」を薄め、９月に北京で開く軍事パレードを成功に導きたいという狙いもあろうとの見方
まで出ている。
即ち、中国本土に対する脅威を薄めつつ、日本を孤立化させ、日米連携を崩すと言う狙いもあるの
ではないかとの見方である。
その可能性はあり得る。引き続き、注視したい。
９．
日豪関係について
筆者は太平洋戦争などの歴史を背景にして、日中の相対比較に於いては、日豪関係は豪中関係より
希薄ではないかと見ている。
しかし、豪州政府は日本のほかドイツ、フランスにも共同生産を打診している「潜水艦建造計画」
に関して、今般、航続距離や静音性に勝る日本の技術への関心が強く、年内にも日本を豪州のパー
トナーとして選出するのではないかとの見方が出てきている。
これは、日豪関係にとっては良いことであるとも言えよう。
但し、日本が今後、こうした防衛産業により踏み込んで行くことに関しては内外の評価は分かれよ
う。動向をフォローしたい。
［韓国］
―今週の韓国―
韓国政府・産業通商資源部は、韓国企業の海外販売拡大を大きく意識して、新たな自由貿易協定（Ｆ
ＴＡ）推進戦略を拡大すると発表している。
そして、具体的には、中南米や中東などの有望な新興国を中心にＦＴＡの締結を積極的に進める方
針を明らかにしている。
韓国政府が次のＦＴＡ締結対象としているのは、中米６カ国（グアテマラ、エルサルバドル、ホン
ジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマ）とエクアドル、メキシコ、南米の関税同盟・南部共
同市場（メルコスール）である。
また、中東諸国についてはヨルダン、湾岸協力会議（ＧＣＣ）、イスラエルをＦＴＡ締結対象とし

て検討している。
更に、中央アジアではモンゴルとウズベキスタン、アフリカではエジプトと南アフリカ、アジアで
は日本とインドネシア、パキスタンとのＦＴＡ締結を優先的に検討しており、このうちＧＣＣ、イ
スラエル、日本、インドネシアとは共同研究を終えている。
尚、この新ＦＴＡ推進戦略には、環太平洋連携協定（ＴＰＰ）や東アジア地域包括的経済連携（Ｒ
ＣＥＰ）など「メガＦＴＡ」と呼ばれる多国間の枠組みの交渉に積極的に対応することや、発効済
みにもかかわらずあまり活用されていないＦＴＡの改善策も盛り込まれている。
そして、こうしたＦＴＡ構想を中国本土と水面下で連携しながら推進してくる可能性もあるのでは
ないかとの見方も韓国国内の一部で出てきているようでもあり、今後の動向をフォローしたい。
―今週のニュース項目（見出し）―
１．
北朝鮮情勢について
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．
１０．

ＴＰＰ問題について
４月の貿易動向について
４月の消費者物価動向について
北朝鮮の捕虜について
ベトナムとのＦＴＡについて
造船業について
ＩＴ関連企業の東南アジア戦略について
外貨準備高について
韓国の対外投資について

―今週のニュース―
１．
北朝鮮情勢について
韓国の国家情報院は韓国の国会で、「北朝鮮の金正恩第１書記が今年に入って幹部ら１５人を処刑
した。」と報告している。
金第一書記が北朝鮮の最高指導者になって以降、処刑された幹部は２０１２年が１７人、２０１
３年は１０人、昨年は４１人に上っていると国家情報院よりは報告されており、命令に異議を唱え
たことなどを理由に、見せしめに処刑する、「恐怖政治」を金第一書記が続けているとの見方を示
している。
韓国のこうした情報にも我々としても一応関心を示しておきたい。
２．
ＴＰＰ問題について
韓国はＡＩＩＢに参加を表明し、中国本土との金融連携を深める意向を示唆したと言える。
その一方で、米国が主導する貿易や投資の経済連携とも言えるＴＰＰには加盟の意思を正式には示
してはいない。
そのＴＰＰに関連して、韓国政府は、
「ＴＰＰへの協議を急ぐ必要はない。国家的に最低の負担、最大の効果を狙える参加時期を探って
いる。」
との姿勢を示している。
韓国国内では、米国と中国本土の間に挟まれている韓国にとってＴＰＰは難題であるとの認識があ
り、最大の貿易相手国である中国本土を無視し、米国が主導するアジア・太平洋地域の貿易秩序に

積極的に参加するのは難しいと考えられており、その点は十分に理解できる。
また、米国がＴＰＰ交渉を加速化させていた２０１３年当時には、韓国政府は中国本土との自由貿
易協定（ＦＴＡ）推進を協力に進め、日本との比較競争優位を狙っているところであった。
しかし、韓国国内では、最近になって、国益のための果敢な決断を先送りし、中国本土の顔色を窺
い過ぎたとの声も出てきている。今後の動向をフォローしたい。
３．
４月の貿易動向について
韓国政府・産業通商資源部は、４月の輸出額（速報値）が４６２億１，８００万米ドルで前年同月
対比８．１％の減少となり、輸入額は３７７億３，０００万米ドルで１７．８％減少したと発表し
ている。
また、これにより、輸出額から輸入額を差し引いた４月の貿易収支は８４億８，８００万米ドルの
黒字となり貿易収支の黒字は３９カ月連続、また、３カ月連続で黒字額が単月として過去最高を更
新している。
但し、輸出入合わせた貿易全体が縮小均衡にあり懸念され、今後の動向をフォローしたい。
４．
４月の消費者物価動向について
本来、庶民にとって、ものやサービスの価格はその質が同じであれば、安いことを好むのは必然で
あろう。
しかし、最近、先進国では、デフレを意識し、物価のある程度の上昇は経済にとって必要なもので
あるとの見方をしており、物価高によって経済混乱をした近い過去の歴史を持つ韓国ですら、一定
の物価上昇の必要性を指摘するようになってきている。
こうした中、韓国政府・統計庁が発表した消費者物価動向によると、韓国の４月の消費者物価は前
年同月対比０．４％上昇している。
上げ幅は５カ月連続で０％台に留まり、たばこの値上げによる物価上昇効果を除くと、３カ月連続
で物価が下落したことになるともコメントされている。
上昇率は２０１３年１０月の０．９％の後、１３カ月連続で１％台を維持、昨年１２月に０．８％
に下落してから鈍化を続けている。今後の動向をフォローしたい。
５．
北朝鮮の捕虜について
韓国政府・統一部は、北朝鮮に拘束された米国永住権を持つニューヨーク大学の男子学生であるチ
ュ・ウォンムン氏に関して、北朝鮮政府に対して、
「同氏は韓国の国民である。」とした上で、早期
解放を求めている。
尚、チュ氏は米国に住んでおり、永住権を獲得していることから、必要に応じて米政府の協力も求
めたいとしているが、いずれにしても北朝鮮の反応は今のところ不透明であり、注視したい。
６．
ベトナムとのＦＴＡについて
韓国は外需部門に大きく支えられている国である。
従って、国際経済関連の条約締結、批准には総じて積極的であり、二国間、そして多国間ＦＴＡや
ＥＰＡにも積極姿勢を示す国である。
こうした中、韓国政府は、今般、ベトナムとの自由貿易協定（ＦＴＡ）に正式署名した。
韓国政府は近く国会の批准手続きを終える方針で、年内に発効する見通しとなっている。
その具体的効果を注視したい。

７．

造船業について

韓国にとっては、造船業界は外貨を稼ぐ貴重な産業分野の一つである。
こうした中、最近、韓国の造船業界は、超大型タンカー、コンテナ船の受注に、最近の景気低迷に
よる危機脱出の突破口を見出している。
年初来発注が増えているタンカー、コンテナ船を大量に受注し、韓国、中国本土、日本が争う世界
の造船業界で受注実績１位の座を奪還したいとしており、昨年下半期以降、海洋プラントの受注が
事実上絶たれた状況にあって、タンカーとコンテナ船が韓国造船業界を支える主力船種として注目
されているともしている。動向をフォローしたい。
８．
ＩＴ関連企業の東南アジア戦略について
韓国ＩＴ関連企業最大の生産基地は中国本土ではなくなってきている。
日本の企業もそうであるが、最近はポスト中国本土を考えて、タイやベトナム、そして東南アジア
を対象とした海外戦略が取られ、ソフト関連ビジネスについては、中部・ダナンも注目されている。
そして、大企業である三星電子、ＬＧ電子などは、ここ数年で携帯電話、生活家電、テレビなど主
要製品の生産拠点を中国本土からベトナムに変更し、投資を強化している。
また、ネイバー、ＣＯＭ２ＵＳを始めとするインターネット、ゲーム、電子商取引企業もインドネ
シアを中心に東南アジア市場に積極進出している。
今後の動向を注視したい。
９．
外貨準備高について
中央銀行である韓国銀行が発表した４月末現在の韓国の外貨準備高は３，６９９億米ドルとなり、
前月対比７１億５，０００万米ドル増加し、９カ月ぶりに過去最高を更新している。
韓国銀行はこの増加の理由について、
「米ドル以外の通貨高によって、外貨資産の米ドル換算額が増加した為である。」
と説明している。
尚、韓国の外貨準備高は３月末現在、ブラジルを上回り世界６番目の規模となっており、１位は中
国本土の３兆７，３００億米ドル、以下、日本（１兆２，４５３億米ドル）、サウジアラビア（６，
９８０億米ドル）、スイス（５，８２４億米ドル）、台湾（４，１７８億米ドル）と続いている。
経済的に厳しい状況に追い込まれているロシアの外貨準備高は通貨防衛に使用されるなどを背景
に、大きく減少している。
１０． 韓国の対外投資について
中央銀行である韓国銀行が発表した資料によると、昨年末現在の韓国の対外投資残高は７，１６６
億米ドルとなっており、前年末より９５５億米ドル増加している。
投資相手国別では、米国が１，７３６億米ドルで最も多く、２４．２％を占め、次いで中国本土（１，
３２４億米ドル）、欧州連合（１，２７２億米ドル）、東南アジア（１，０６２億米ドル）となって
いる。
尚、中国本土に対する投資規模は２０１３年に東南アジアを抜いて米国、欧州連合に次いで３位に
なったのに続き、昨年はその欧州連合も抑えて２位となっている。
また、中国本土への投資規模は２０１０年末の６４１億米ドルから僅か４年間で２倍以上に急増し
ている。

そして、その投資の内訳を見ると、直接投資が６９６億米ドルで５２．５％を占め、預金、融資、
貿易信用などその他投資（３９．２％）も急速に増えていると報告されている。
一方、韓国に対する外国人投資残高は昨年末現在、９，９８３億米ドルとなっており、欧州連合が
２，６５３億米ドル（２６．６％）と最も多く、次いで、米国が２，６０９億米ドル、東南アジア
が１，６６０億米ドルとなっている。
経済面でも対中関係の緊密化と日本離れが示されているデータの一つと言えよう。
［トピックス］
普通、猿の目の前に鏡を置くと、その猿は、鏡に映し出された自らの姿に対して、「威嚇」の姿勢
を取ると言われています。
しかし、同様にその目の前に鏡を置くと、映し出された自らの姿に対して、
「親愛の情」を示して、
優しくスマイルをして返す猿がいる、それが、「クロザル」と呼ばれる、猿の仲間だそうです。
このクロザルは、東南アジアのインドネシア・スラウェシ島に棲息している猿です。
全身は真っ黒、頭はモヒカン刈りのユニークな姿の猿たちです。
このスラウェシ島には大型のヘビ以外は、あまり天敵はいないようで、クロザルたちは普段はとて
も大人しく、穏やかな社会をつくっているようです。
そして、その秘訣は「顔」を巧みに使った高度なコミュニケーション術にあると報告されています。
ニッと口を開いて「よろしく」、口をパクパクさせて「仲よくしよう」、歯ぐきを見せて「怒ってい
るよ」などの表情を用い、仲間と密に意思疎通をはかって群れの絆を強めていることが、これまで
の調査、研究で報告されていることから、こうした評価になっているようです。
こうした多彩な表情はクロザル社会の交渉ごとに利用され、例えば、ライバルの群れに遭遇すると、
戦わずして、その力量の決着はつくようです。
その戦いの決着の影には、クロザルの表情を用いた心理戦の末に、争うことなく勝負をつけて、相
手に戦意を失わさせるという術があると報告されています。
また、他の群れへ移籍を試みる高齢のオスは、フレンドリーな表情を振りまいて仲間を増やし、群
れの一員になってゆくといった事例があることも報告されています。
或いは、クロザルの群れに、天敵である巨大なヘビが接近し、絶体絶命のピンチになると、クロザ
ルの群れは先ず、メスザル、子ザルをヘビから遠ざけた後、若者のサルが仲間と顔を見合わせ、息
を合わせて、一致団結して果敢にニシキヘビに立ち向かい、暫しの攻防が続いた末にニシキヘビを
撃退すると言ったことも報告されています。
こうして、
「顔」を頼りに生き抜くクロザルたち、インドネシアのスラウェシ島で天敵が少ない中、
「敵対よりも友好」を情溢れるコミュニケーション能力をふんだんに生かして生きているクロザル
たちの姿を見ていると、天下統一がなされ、本格的な平和な時代に入り、庶民文化を発展させ、当
時の世界で有数の都市を全国各地に築き、抱えた日本の江戸時代の繁栄の中で、島国の人として生
きた日本人を私は感じてしまいます。
ここにもし、幕末から明治時代の日本のように、他の種類の、鏡に映った自らの姿に対して威嚇す
るような猿たちがスラウェシ島に入り込んできたら、クロザルのこうした社会は崩れていくのであ
りましょうか？ とても関心があります。
いずれにしても、人間社会の根本もクロザル社会のように、平和解決を優先していけば良いのです
がーーー、 昨今の世界情勢には懸念が募ります。
［今週の“街角のお話”シリーズ］

世の中、混沌の深まりを感じます。
いえ、「日本が、」ではなく、「世界が、」混沌としてきているということです。
しかし、私はいつも感じるのです。
「混沌としている時であるからこそ、私たちは、粛々と、真理を求めて活動をしていかなければな
らない。私心や欲得で物事を短絡的に判断してはならない。」と。
皆様はどうか分かりませんが、凡人である私は、混沌が深まると、慌て、その結果、本質を見失い
がちになります。
だからこそ、「混沌が深まれば深まるほど、ふっと息を抜き、冷静になって真理を求めて活動をす
るように努力していかなければならない。」と思うのです。
そして、中国の思想家として有名な「孟子先生」は私たちに、「至誠」と言う概念を伝えられまし
た。
至誠とは、今の概念で言えば、
「誠意を尽くして事にあたれば、どのようなものでも必ず動かすことができる。
逆に不誠実な態度で事にあたれば、何ものをも動かすことは決してできない。」
とでもなりましょうか。
真理を求め、真心を以て、ことを運べば、世の中は良くなっていく、と信じて、私たち庶民は生き
ていくべきかと思うのです。
難しいことです。でも、努力していきたいと思います。
［英語で一言］
Settlement account=決済口座
どんなに規模の小さい銀行であっても国際業務を行っている銀行は、その国際業務を行うために国
際銀行間での決済を行うための口座を持っています。
この決済口座の最も主力の口座は、最も多く使われる通貨建ての口座となります。
即ち、現行で言えば、基軸通貨となっている米ドル建てとなります。
そして、その米ドル建ての決済口座は、米ドル資金が最も調達しやすく、最も運用しやすい国に置
かれ、安全性と利便性が担保されるようにします。
つまり、現行では、米国内に置かれることとなります。
従って、米国は、世界の多くの銀行の決済の様子を米国内でモニタリング出来ると共に、いざとな
れば、その、世界の多くの銀行の決済口座を凍結する、或いは凍結するぞと警告することが出来る
ようになっています。
こうして、米国は基軸通貨を上手に利用しながら、現行の世界経済を資金の流れからも管理・監督
を行っているとも言えましょう。
さて、それでは、果たして、今後も米国は米ドルを基軸通貨として維持出来るでしょうか？
注目したいと思います。
Settlement account=An account for settlement
Even though the scale of assets is small, if a bank had a role for international financial
business, it normally has a settlement account for it.
A main settlement account of a bank is denominated in a currency which is the most used in

the international market and the currently is now US$, the current Key Currency in the world.
And US$ Denominated settlement account is normally opened at the bank in the USA at this
moment, because it is most easy and safety for the settlement bank for its funding as well
as fund management.
As a result, The USA can easily monitor, check and manage the money flow in the world from
the point of the USA and in case of need, the USA can freeze the settlement accounts of the
international banks and/or at least can warn to the banks by the USA domestic law.
And we can say that the USA is well managing and controlling the global economy by using
the Key Currency, US$.
Then can the USA continue to keep the US$ as the Key Currency or not?
I think we must focus on this point.
［主要経済指標］
1．
対米ドル為替相場
韓国：１米ドル／
１，０８７．８２（前週対比－１４．４４）
台湾：１米ドル／３０．６９ニュー台湾ドル（前週対比－０．１０）
日本：１米ドル／
１２０．００円（前週対比－１．１２）
中国本土：１米ドル／６．２０７７人民元（前週対比－０．００５９）
２．
株式動向
韓国（ソウル総合指数）：２，０８５．５２（前週対比－４１．６５）
台湾（台北加権指数）：９，６９２．００（前週対比－１２８．０５）
日本（日経平均指数）：１９，３７９．１９（前週対比－１４０．８２０）
中国本土（上海Ｂ）：４，２０５．９１７（前週対比－２３５．７３８）
以上
草の根の辻説法師を目指す
真田幸光

