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Introduction：
ギリシャ財政危機に端を発した欧州の危機の分析には、Euro に注目したものが多い。
「そ
もそもギリシャが Euro を導入したこと（あるいは Euro そのもの）が間違えだったのであ
り、危機の犯人は Euro である」とし、中には Euro は崩壊するという主張さえある。
今回の報告では、以下の結論を導くことによって、異なる視点を提供する。
結論：
1.

問題は、Euro よりも大きい
Euro 批判に集中すると、問題の本質を見誤る

2.

問題は、他人事でない
地域統合の成功の為に、どれほど国家主権を移譲するか
いかにして成熟経済で成熟社会を支えるか
金融取引の規制をはじめ、規制はどうあるべきか

3.

必要とされているのは、governance の再検討

ギリシャ財政危機：
2009 年 10 月：ギリシャで Papandreou 首相率いる社会党政権が誕生、
財政赤字が前政権の認めた水準より高く GDP 比 13％近くに上ると発表
2009 年 12 月：Papandreou 首相、EU 理事会で「ギリシャの問題は公的部門の汚職にあり、
これを取り除かなければならない」と公言
Fitch がギリシャ国債を BBB+に格下げ、S& P も格下げを考えていると発表
2010 年 1 月：ギリシャが財政再建策を発表
2010 年 2 月 11 日：欧州理事会が、必要であれば Euro Area 全体の安定を維持するために
“determined and co-ordinated action”をとる用意があると発表
3 月 25 日・26 日：欧州理事会が、ギリシャ支援について具体的方法（二カ国間ローン・IMF
との共同介入・強い conditionality・通常の金利等）を決定
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4 月 11 日：Euro Area 蔵相会議がギリシャ支援について金利と最初の 1 年間の支援額
（最大 300 億 euro）を発表
4 月 23 日：ギリシャが EU と IMF に支援を正式要請
4 月 27 日：S&P がギリシャ国債を BBB+から BB+（投機的水準）に格下げ
5 月 2 日：110 億 euro の EU/IMF 支援プログラム発表
5 月 3 日：ECB が担保資産の最低格付け基準をギリシャ国債については適用しないと発表
しかし、Euro Area、とりわけ PIIGS の政府債務に対する不信は拡大、市場は大混乱
5 月 9 日-10 日：11 時間の議論の末、EU・IMF・各国中央銀行が
7500 億 euro の loan package に合意、
Euro Area 加盟国+Poland+Sweden：4400 億 euro の基金 (EFSF:European Financial
Stability Facility、 在 Luxembourg、staff 約 12 人、3 年間存続）を設立
EU 加盟国：600 億 euro の国際収支 facility を通じたローン、EU 予算が担保
IMF:

2500 億 euro のローン、PIIGS は財政緊縮政策を導入すると約束

ECB: Eurozone 国債・社債の買い入れ決定、FRB との$-swap を再開
5 月 12 日：欧州委員会が経済政策協調を提案
公的債務の surveillance と sustainability、

財政政策の事前的強調

財政政策協調の為の European Semester （毎年春、各国が自国の予算編成時期を
考慮しながらその年の Stability and Convergence Programme を欧州委に提出）
Euro Area における資金援助を恒久的な crisis resolution mechanism とする
6 月 17 日：欧州理事会は Europe 2020 を採択し、この案を概ね承認
7 月 14 日：ドイツ、イタリア、ポルトガル国債に強い需要
7 月 15 日：Slovakia 新政権が EFSF を承認、8000 万 euro 以上拠出する予定
110 億 euro の EU/IMF 支援プログラムには参加しないと表明
7 月 23 日：欧州の銀行の Stress Test 結果発表。テストされた 91 行のうち 7 行のみが fail、
総額 35 億 euro の資本不足。 一部では少なくとも 10 行が fail し 100 億 euro の
資本不足が明らかになると言われていた。このテストには国家破綻の可能性が
考慮に入っていない点も批判されている。BIS によると PIIGS の発行する民間・
政府債券のうち、PIIGS 以外の銀行が保有する残高は、2009 年末で $4,000bn、
欧州の銀行がこのうち 3/4 を保有し、
1/3 がフランスの銀行、1/4 がドイツの銀行。
しかし米国で 2009 年に Stress Test が行われた時にも、不信感が表明されたが、
これが転機になった。Sovereign Wealth Funds はこのテストの結果を「Euro 建て
債券に投資する大義名分」に使うことができるので、その意味では Euro 建て国債
への需要回復要因になりえる。
中国は Stress Test の結果を待たずに euro を支持すると公言し、人民元は今年に
入って対 Euro で約 18％増価している。→

euro 存続が国益にかなうと判断？
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EFSF：
2010 年 7 月末には事業開始、8 月に AAA の rating を取得する予定。Eurozone 政府に対
する貸付が残っている場合には、3 年の期限を越えて運営される。しかし「permanent fiscal
transfer mechanism ではない」。独憲法裁判所が EU 法と独憲法に反しないかどうか審査中。
信用供与を求める加盟国政府は、IMF と ECB と欧州委員会が作成した reform programme
を実行することを約束する。金融機関への直接の融資はしない。
結論[1] 問題は Euro より大きい
一般に、共通通貨を導入した国は、金融政策の自律性を失うと同時に「為替レートが不
安定化する」という心配から解放される。また Euro の場合、共通通貨が DM の信憑性を受
け継いだため、加盟国の金利は低水準に収束した。
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低い金利水準は、財政運営が健全で、賃金をはじめとする生産コストが抑制されており、
総需要・総供給の両面において資金が生産的な用途に使われる環境が整っていれば危険で
はない。しかしそうでない場合には、バブルにつながる可能性が高い。PIIGS と言われる加
盟国では、この可能性が現実になった。低金利によって調達可能になった資金が、民間と
政府双方の借り入れ（レバレッジ）を増大させた。そして借りた資金が何に使われたかも
大きな問題であった。総需要の面では財・サービス、総供給の面で生産コストを低下させ
るような投資に、それぞれまわらず、不動産や新金融商品の購入にまわった。これらの国
にとって Euro が可能にした低金利は、経済の競争力の面から「実力以上」の金利となった
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のである。生産コスト面での「実力不足」は、下図に見ることができる。

出所：http://www5.cao.go.jp/j-j/sekai_chouryuu/sh10-01/pdf/s1-10-1-4-2.pdf

内閣府「世界経済の潮流」2010 年

実質実効為替レートは、その国の製品が貿易相手国の製品と比べて、為替レート水準と
価格水準の両面で、どれだけ競争力があるかを示している。Euro Area 加盟国の場合、為替
レートは変化しないので、上図があらわす実質実効為替レートの変化はすべて価格の相対
的変化を反映している。生産コストは価格に反映される。上図からは、スペイン、イタリ
ア、ギリシャにおいては、ドイツと比較して、生産コストの抑制ができなかったことがう
かがわれる。

出所：http://www5.cao.go.jp/j-j/sekai_chouryuu/sh10-01/pdf/s1-10-1-4-2.pdf 内閣府「世界経済の潮流」2010 年
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以上の考察は、必要な構造改革（財政健全化、賃金をはじめとする生産コスト抑制、総
需要・総供給の両面において資金が生産的な用途に使われる環境を整える等）を行わずに
低金利を享受したことが、Euro Area 危機の背後にあったことを示している。
日本においても、総需要・総供給両面で資金を生産的に活用するための規制緩和を避け
て低金利だけを実現した結果、バブルとその崩壊後の「失われた 10 年（ないし 20 年）」を
経験した。さらには米国でも、2008 年以降の危機は、貧富の差を取り除くという構造改革
を避けて住宅取得の安易な道を開いたことが背景にあった。
成熟した経済においては、必要な構造改革を避けて成長・景気拡大を求めて金融拡大・
金融規制の緩和を行うことが、バブル→バブル崩壊・危機→不良債権増大・景気低迷→公
的債務拡大を招く。欧州で生じた危機の背後には、このような普遍的な要因がある。Euro
だけに着目すると問題を見誤るというのは、このためである。
結論[2] 問題は、他人事でない
以上の考察からわかるように、欧州で起きていることは、決して他人事ではない。いか
にして成熟経済で成熟社会を支えるか、という問題は、日米欧共通の問題である。
ここで「成熟社会」というのは、社会保障・雇用保険・年金等が整備され、投票者の期
待値が高く、高齢化が進んだ社会である。このような社会では国民負担率が高く、変化を
嫌う傾向があるので産業構造が硬直化しやすい。一方、「成熟経済」は、賃金が相対的に高
く、付加価値の高い製品・サービスにしか比較優位を持たない。このため国民負担率を下
げ、規制緩和により新産業育成・労働移動・産業構造転換を促す必要がある。
欧州において日米と違う点は、地域統合が格段に進んでいる点であろう。しかし、相互
依存の高まる世界経済において、欧州が統合を成功させるために考えなくてはならない問
題は、いずれ日米にとっても深刻になる。既に、危機の回避にとって致命的に重要な金融
規制は（ある国で強く他の国で弱ければ、金融機関や金融取引は規制が弱い国へ移住して
しまうので）harmonisation が必要であることが明らかである。先般の G20 は、金融規制の
面での国際協調が難しいことを示した。
つまり、全体の安定的繁栄のためにどれほど国家主権を移譲するのかが問われているの
である。民主主義国家において、国家主権の移譲は実現しにくい。政治家は国民を説得で
きなければならないし、国民も「収益を減らすような規制は受け入れないが、安定はほし
い」「安い輸入品は歓迎するが、外国との競争は受け入れない」と言った態度は、改めなく
てはならない。そして本当に補助を必要とする場合に対応するために、safety-net の整備も
欠かせない。
更には、有権者が超国家組織に主権を一部移譲することを受け入れたとしても、超国家
組織が移譲された主権を有効に活用できなかったら安定的繁栄は実現しないであろう。
Governance は、国家と超国家組織の双方のレベルで改善が求められている。経済が少し
でも回復するのは望ましいが、危機意識が薄れれば協調がより困難になることは否めない。
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結論[3] 国家と超国家の Governance の問題
Euro Area の指導者たちは、安定成長協定を厳格に運用できなかったことを反省している。
Van Rompuy Task Force が結成され、5 月に第一回会合が開催されたのち 6 月 17 日の欧州
理事会に Progress Report が提出された（参考資料参照）。しかし、どれほど有効な改革が
実現するかは未知数である。
大きく宣伝されている欧州 2020 戦略も、governance の問題を上手に解決しない限り成功
しないであろう。
欧州連合の governance の先行きを決める大事な役者は、やはり、独仏 である。EFSF 設
立を実現した仏の「勝利宣言」もつかの間、6 週間とたたないうちに独は、
1. 基金が 3 年しか存続しないこと
2. 資金援助が厳しい conditionality を伴うこと
3. 27 カ国で政策を決めること（16 カ国だと独の緊縮財政政策を批判する国が多数にな
りがち）
等を約束させた。
また Wolfgang Schäuble 蔵相は 3 月に European Monetary Fund を提案している。これ
を設立するとしたら、3 年の期限を持つ EFSF との関係を決める必要がある。独は伝統的に
EMF のような基金の設立には反対してきた。1979 年に European Monetary System (EMS)
が設立されたとき、当初は Exchange Rate Mechanism (ERM)のみでなく、為替介入・国際
収支不均衡問題に対処する為の基金も設立されるはずであった。これが独の反対によって
実現しなかった経緯がある。独は、自らのコントロールが及ばないところで自国通貨がプ
ールされることを嫌った。それは現在も残っている。メルケル首相がギリシャ支援になか
なか踏み切れず、ようやく紆余曲折を経て成立した EFSF が国内で非常に不人気である理由
の一つである。Schäuble 蔵相の発案は一見これと矛盾するようだが、IMF のような欧州外
の機関にコントロールが渡るよりは良い、という判断であろう。
独の行動を一見矛盾するように見せるもう一つの側面は、加盟国財政政策に関する超国
家的介入である。今日、独が緊縮財政を採用していることは各国に批判されている。独が
EU ないし Euro Area レベルでの加盟国財政に対する介入を嫌うのは、この為である。しか
し同時に Schäuble 蔵相は、ギリシャ等、財政健全化を自分で行うことができない国に対し
ては、財政健全化を促す為の厳しい罰則のみか、 “orderly insolvency procedure” を設定
することを求めている。要するにきちんと財政健全化の為の政策を実行できる国には介入
せず、そうでない国には介入すべきだという立場になる。
Schäuble 提案は Euro 離脱への道を暗示しているほか、Lisbon treaty の改正を必要とす
ることもあって仏は賛成していない。実際 Lisbon treaty の改正が難しいことは、独も十分
に認識しているであろう。
他方 Christine Lagarde 蔵相は Euro Area の“economic government”が必要であると発言
しているが、具体的提案はまだ出していない。
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出所：http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/hata/pdf/h_1006s.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/114606.pdf
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