2022.09.15 (nl2022.17)

拡大するドル取引回避の動き
公益財団法人 国際通貨研究所
総務部兼事業部 部長
蔵納 淳一
junichi_kurano@iima.or.jp

ロシアのウクライナ侵攻の金融制裁については、3 月から 4 月にかけて、ロシア中央
銀行の外貨準備口座の凍結、SWIFT 1 （国際銀行間通信協会、Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication）からロシア最大手の国有銀行ズベルバンクに加え、
大手、中堅 7 行2と親ロシアのベラルーシ 3 行3が排除された。しかしながら、引き続き
欧州が天然ガスの輸入に依存している状況であることが影響し、西側諸国の制裁効果は
限定的となっているとの見方が多い。こうした中、ロシアは中国やインドといった中立
的な立場を取る国々との貿易を活発化させており、特にロシアと中国間の貿易は急拡大
している。タス通信によると、2021 年の両国間の貿易高は約 1,400 億ドルであったが、
2022 年末には 1,850 億ドルから 1,900 億ドルに達する可能性があると、ロシア高官の発
言を引用している4。インドもロシアからの 6 月の輸入額は前年同月比 7 倍弱5と急増し
ており、従来からの軍事製品のみならず、原油・原油製品、農産物などが増加し、トル
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コやブラジルからロシアへの輸出も拡大している。また、ロシアとイランは、2021 年貿
易額が約 40 億ドル程度であったが、倍増させる計画を立てている。
BRICS など新興国との取引を拡大している状況下、ロシアが西側諸国からの制裁に
対して、貿易に利用する取引通貨も米ドルから回避する動きが顕著となっている。まず、
ルーブルや人民元の動きであるが、ウクライナ侵攻後、ルーブル・人民元間の月間取引
量は 1,067％増の約 40 億ドルに達したという6。SWIFT が 8 月に発表したデータ7による
と、ロシアは中国大陸以外の人民元決済シェアで、香港、イギリスに次いで 3 位に上昇。
ロシアや中国は、SWIFT ネットワークとは別のクロスボーダー決済システムである
SPFS（Financial messaging system of the Bank of Russia）、CIPS（Cross-border Interbank
Payment System）をそれぞれ構築しており、これらのネットワークを活用していく動き
がみられる8。ロシア中央銀行のナビウリナ総裁は、6 月末に SPFS に 12 ヵ国 70 行の海
外金融機関が参加したと表明しており9、侵攻前は旧ソ連以外の国の加盟が数行程度だ
ったとみられることから、拡大していることが窺える。9 月初には、ロシアの国営ガス
大手ガスプロムが東部ルート・パイプラインに関する新たな協定を中国石油天然ガス集
団（CNPC）と結び、決済はルーブルと中国元によって行われると声明を出しており、
傘下のガスプロムバンクも CIPS に参加する準備を進めている模様である。ロシア第 2
位の VTB バンクのコスチン CEO は、クロスボーダー決済にドルやユーロではなく、ル
ーブルや人民元を利用すべきと述べ10、同行は元建ての対中送金を開始した11。さらに、
最大手のズベルバンクが人民元建ての融資を開始すると発表12、VTB バンクも年内に同
様に開始する予定である。
インドもロシアとの決済手段確保を目的に、7 月にインド準備銀行（RBI）がルピー
建て貿易決済制度の認可を通達した13。具体的には、認可されたインドの銀行が貿易相
手国の銀行に代わって、ルピー建ての Vostro 口座を開設することが可能となる。これに
よって、ロシアなど米ドルの決済が困難な他国とのルピー建て決済が可能となる。この
ルピー建ての決済を拡大させるために、インド政府が輸出企業に対するインセンティブ
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を検討していることも明らかになっている14。ドル決済からルピー決済への働きかけは、
ルピーが年初から下落し続けていることもあり、外貨準備への備えという観点からメリ
ットがあると思われる。また、イラン中央銀行のアバディ総裁は、貿易取引の決済にお
いて、ドルではなく自国通貨であるレアルやルーブルに切り替えていくと述べている15。
さらにロシア中央銀行は 8 月、ロシアが中国、インド、トルコなどの「友好国」の通貨
を購入し、政府系のナショナル・ウェルス・ファンド（NWF）に保有することを検討し
ていると発表16、プーチン大統領は 6 月、BRICS が通貨バスケットに基づく準備通貨を
創設する可能性について言及している17。さらに、次世代の決済手段となるであろうデ
ジタル通貨についても、各国積極的に推進している。ロシアは、友好国と共同でステー
ブルコインをベースとしたクロスボーダー決済の構築に取り組み、ドルやユーロではな
く金とペッグすることを検討している模様である18。中央銀行デジタル通貨については、
今年にも本格発行の可能性があるデジタル人民元に加え、ロシア中銀は 2024 年の「デ
ジタルルーブル」の商用化を目指しテストを実施19、インドも 2022 年度中の「デジタル
ルピー」の発行を目指している20。今後、中央銀行同士でデジタル通貨クロスボーダー
決済のプラットフォームを構築していくことも想定される。
このように、ロシア制裁から約半年の間に、ドル取引を回避するさまざまな動きが激
しくなっていることは注目に値する。しかしながら、既存の決済手段や基軸通貨である
ドル等に対抗するためには、未だ多くのハードルが存在する。SWIFT における通貨別
シェア21を見ても、ドルが 41%、ユーロが 35%と 70%以上を占める一方、人民元のシェ
アは 2.2%に過ぎず、また、SWIFT の参加行が 11,000 行であるのに対し、代替ネットワ
ークとして最も注目される中国 CIPS でも 1,341 行（うち、中国大陸は 547 行）であり、
クロスボーダー決済の利用が中心の SWIFT には遠く及ばない22。従来国際化を目指し
ている人民元は、BRICS 通貨の中でも相対的に取引されているものの、人民元、ロシア
ルーブル、インドルピーなどは資本規制があり、貿易取引に利用するためには制約があ
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る。例えば、ロシア、インド間の貿易取引において、上述のスキームによってルピー建
て決済が行われた場合、ロシアからの輸出額の方が多いことから、ロシア側にとっては
ルピーの残高が増えることになるが、このルピーをどう使うかという問題がある。今後、
BRICS 各国間で貿易が拡大し、ドルではなくいずれかの国の通貨で決済が増加すると
同様の問題が顕在化すると思われ、これらの通貨間の為替レートの完全な互換性や安定
性、流動性の確保といった点をクリアしていかないとならないだろう。また、プーチン
大統領が言及した通貨バスケットについては、国際通貨基金（IMF）が加盟国の準備資
産を補完する目的で 1969 年に創設した特別引出権（SDR）23をイメージしたものと思わ
れる。SDR は現在、米ドル・ユーロ・人民元・日本円・英ポンドで構成されており、
「輸
出額が世界で上位 5 位まで」
、且つ国際取引で幅広く利用され、主要な為替市場で売買
される「自由利用可能通貨」という条件をクリアしている通貨である。人民元以外の
BRICS 諸国の通貨は、IMF の定義で言うところの「自由利用可能通貨」には到底及ばな
く、互換性、安定性、流動性に課題がある状況下、BRICS 諸国と取引がある国々にとっ
ても、このバスケットに参加するメリットがあるかどうかは不透明である。
以上を踏まえると、引き続きドルの優位性は揺るがないと思われるが、BRICS 諸国は
世界の人口の 4 割を占め、6 月に開催した BRICS 首脳会議にはインドネシア、タイ、イ
ラン、エジプトなど 13 ヵ国が参加するなど、今後経済圏が拡大していくことは無視で
きない。ロシアと西側諸国の貿易取引が止まり、ロシア国内で西側企業の生産・販売が
できなくなっている状況が長期化してしまえば、中長期的な視点から見て、2 極化が本
格化していく可能性は否めないだろう
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