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世界金融・経済危機と国際会議               09 年 6 月 10 日 

                                 山 本 利 久 

はじめに 

2007 年夏米国で顕在化したサブプライム問題に端を発した金融危機はやがて欧州、日本、

BRICs などにも波及する世界金融危機にまで発展し、その影響は世界の実体経済をも直撃、

百年に一度と言われる世界恐慌を思わせる事態に突入する勢いにある。そのため、昨年後

半以降世界は様々な国際関係の会合を矢継ぎ早に開催、事態の収拾に全力で取組もうとし

ている。しかしながらこうした国際会議は、関係国の立場や利害の相違から必ずしも即効

性のある、そして強力な国際協調に基づく具体的対策を見出せない状態が続いた。今年 4

月 2 日ロンドンで開催された第二回金融サミット並びに G20 は、これまでの関係国の努力

が徐々に実り、引き続き更なる国際協調・尽力が求められるが、一定の成果を生み出そう

としている。 

そこで今回、第一部で：金融・経済危機対策に取組む国際会議の実態を検証しながらその

意義、期待、限界、見通しなどについて現状を報告すると共に、第二部で：日米を中心に

それぞれの国内危機対策の内容をレヴューし、わが国の対応に問題がないか更なる討論の

叩き台としたい。 

第一部 ＜国際会議とその枠組＞ 

パラダイムシフト 

BRICs など新興国の急速な経済発展を反映して、近年世界の政治・経済のパラダイムが大き

く変貌していると言われる。先進 7 カ国で構成される“G7 はこれまで世界経済への影響力

並びに指導力と言った面で主導的立場にあったが、今やその GDP 合計は 5 割を割り込み影

響力は逓減の方向にある。 

その一方 BRICs、中東など産油国、更に資源国などの世界経済活動に占める相対的影響力が

急増した結果、今や G20 は人口と GDP の比率でそれぞれ世界の 80%、90%を占めるに至った。

従って G7 もやむなく、国際協調体制の構築上、G20 にウエイトをシフトせざるを得ない状

況に立ち至った。それが、世界の勢力図におけるパラダイムシフトの一つである(これまで

にも筆者はスマイル会のコラムでこの問題を取り上げ、国際会議との関連で私見を述べて

きた)。この種国際会議では自ずと各国或いは地域独自の行動規範、国益優先の戦略、将来

展望(ヴィジョン)等が直接、間接反映される熾烈な利害の抗争(攻め合い)・調整が繰り返

され、自国を少しでも有利に導くための周到な戦略・外交が展開されてきた。つまり各国

は先ず自らの経済、金融、産業、技術、制度、雇用などに対する明確なヴィジョン、戦略

を掲げ、その方向で世界との協調を計ることが基本となる。その意味でわが国を一連の国

際会議を通して見ると、残念ながら日本の立場、主張、ヴィジョンが大変不透明に映る。

今後の日本経済全体の舵取りは自ら責任を持って日本自体が主体的にマネージしなければ

ならないことを痛感させられる国際会議が続く。 

G20(19 カ国＋EU)への期待と不安 
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G7 以外の G20 参加国は資料からも分かるように、その経済発展段階は様々である。所謂市

場経済国家の範疇に入らない国々が多く、金融、市場、経済などのインフラストラクチャ

ー整備が非常に遅れている。従って加盟国間の利害は均質・均等ではなくその調整は極め

て困難な仕事である。これら諸国の内、新興国の多くは今回の金融･経済危機を本質的に米

国など先進国にその発生、伝播要因があるとみて、先ず先進国が責任を持って迅速に事態

の収拾を計り、善処すべきだと強硬に主張している(アングロ・サクソン・キャピタリズム

への批判)。 

先進国の中でも激しい主導権争いが見られる。それはこれまで行なわれてきた一連の国際

会議を通して明らかになったことだが、米国対 EU(欧州)の対立構造である。市場至上主義

を奉ずる米国は、共和・民主の両陣営も一貫して経済活動への政府乃至公的機関或いは外

国の介入を極力排除する姿勢を取っている。換言すれば彼等はいい意味でも悪い意味でも

市場経済の信奉者である。すべて市場に任せておけば一時的行き過ぎも市場の浄化活動に

よって収まるところに収まると言う考え方である。そして行過ぎた経済活動を規制したり、

その結果生じる歪を安易に是正すると、関係者による正当かつダイナミックな経済活動へ

の参加意欲を削ぐ事となり、経済成長を促進しようとする動機を阻害することになりかね

ず、結果としてプラス面よりマイナス面が強く出てしまうと彼等は主張する。 

同時に改革を訴えるオバマ新政権が、国際協調を重視(相手の言い分も聞こうとするスタン

ス)、どこまで従来のこうした路線に修正を行なえることになるのか注目される。 

また事前に取りやめたが、米国は今回のサミットで各国に一律 GDP の２％を内需拡大に充

てるよう要請する意向であったが、欧州などは既に充分な公共投資を行なっており、更な

る財政出動は、財政の悪化を引き起こすとして強硬に反対、結局米国の要請(数値目標)は

受け入れられていない。 

こうした米国の姿勢に対し、仏・独を中心とする欧州大陸の主要国は、市場の持つダイナ

ミズムとその限界を認識した上で、そこに適正な規制を設け、行き過ぎた市場、プレーヤ

ー等の動きを監視する体制を強化すべきと主張してきた。今回の金融危機対策が喫緊の課

題になる中、サルコジ仏大統領、メルケル独首相の連合は固く、この点も４月２日のロン

ドン会議の焦点の一つになるとみられていた。要求が入れられなければ、会議を退席する

とまでサルコジ大統領は考えているとメディアは事前に報じている。 

第二回の金融サミット開催に当たって、英国のブラウン首相は主要国を歴訪、会議を成功

裡に導くため精力的な外交努力を展開した。これには悪化の一途を辿る国内経済・政治事

情も影響しており、今回の金融サミットの成否に労働党政権、英国金融街の威信回復が掛

かっている。 

中国は情報開示が充分でないため、その真相は想像の域を超えないが、法外な外貨準備高

(2 兆ドル超)、1兆ドルを越えるとも言われる米財務省証券への投資、大規模な内需拡大策

等をバックに、今回も各国がその動向を注視している中の、檜舞台への登場である。その

意味で、中国は今後の世界経済、政治を左右しかねない最も大きなカードを持っていると
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言える。オバマ大統領は胡錦濤主席と首脳会談を行なっており、メディアは G2 時代の到来

を囃している。 

わが国の存在感は明らかに逓減傾向にあり、まことに寂しい限りだ。09 年(09 年度、政府

の成長率見通しはマイナス 3.3％と努力目標的な楽観数字)、10 年の経済成長率予測を見て

も(IMF の添付資料参照)先進国中最下位に置かれている。輸出依存の成長が裏目に出た点も

あるが、国家の長期ビジョン、経済・産業政策や戦略の欠落から、国際舞台において主張・

説得するに値する中味の濃い金融・経済対策を持ち合わせていないと思われても致し方な

い様にみえる。攻撃される一方のわが国の輸出をみても、米国、ドイツ等に比べ突出して

いる訳ではなく、寧ろ対 GDP で見れば低い状態だ。問題なのは輸出品の構成で、近年は自

動車を中心に特定産業、特定企業等に特化した構造になっていること。今後はエネルギー、

福祉、教育、環境、ロボット、研究開発などの内需拡大に加え、この輸出産業の構造を積

極的に変えていくことが求められている。その担い手を大企業から中堅・中小企業にも広

げると同時に輸出品目を日本の先端技術を中心に多様化することが必要だ。政府の発表し

た景気対策(追加を含めて)をみると、確固たるヴィジョンに基づく経済・産業対策と言う

よりは、目先の総選挙を睨んだその場凌ぎの人気取りバラマキ対策と思われるものも多い。

その中には、そのまま長期的に放置されると、日本経済の適正な成長を損なう可能性を孕

む施策(官僚主導型経済構造の肥大化懸念)もあり慎重な対処が強く求められる。また海外

支援と称して、ことあるごとに 1兆、2兆円と支援・出資話などを手土産として海外に持っ

ていく朝貢外交は止めるべきだ。 

G20 は政策等の決定や実施を行なう機関ではないため、仮に共同声明の形を取ったとしても

何処までそれを実行できるかは、それらを反映するその後の各国の立法化、制度化等の展

開を注意深くフォローしなければかなり不透明だ。多数決で何かを決するとすれば、どう

しても先進国の立場は弱い。更に G20 のコンセンサスを何処まで期待してよいのかは、こ

れまでの WTO 等の会議の経緯を見れば明らかだ。加盟国の金融、財政、監視機構などの制

度、法規、会計基準、コンプライアンス、ディスクロジャーなどには尚大きなばらつきが

あることも認識しておかなければならない。 

 

第 2 回金融サミット(09.4.2、ロンドン) 

首脳宣言の骨子：日本経済新聞 09.4.3 

《世界経済の成長・雇用の回復》 

○ IMF は来年末までに世界経済の 2%成長を予想。成長と雇用の回復に向け協調 

○ 各国の追加財政支出は来年末までに 5兆ドル(約 500 兆円)に。世界の成長率を４％に引

き上げ 

○ 中央銀行は量的緩和政策の継続、非伝統的手段を含むあらゆる金融政策手段を約束 

○ 周辺国への影響を配慮した政策協調と通貨切り下げ競争を抑制 

《金融監督・規制の見通し》 
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○ 金融安定化フォーラムを強化し、｢金融安定化理事会｣を創設。参加国を 20 カ国・地域

に拡大 

○ ヘッジファンドを規制・監督の対象に 

○ タックスへイブン(租税回避地)地域を特定し、制裁措置を準備 

○ 格付け機関への登録制導入 

《国際金融機関改革》 

○ 途上国支援へ IMF の資金基盤を 3倍の 7500 億ドル(75 兆円)に拡大 

○ IMF の新興国の発言拡大 

《保護主義の阻止》 

○ 09 年秋まで新たな貿易障壁を設けないとの誓約の期間を 10 年末まで 1年延長 

○ 貿易金融への支援拡大で協議 

 

金融サミット首脳宣言の要旨(日経 09.4.4) 

世界的な危機にはグローバルな解決策が必要。 

国際通貨基金(IMF)の資金を 3倍の 7500 億ドルとし、2500 万ドルは SDR(IMF の特別引出権)

の形態をとる。国際開発金融機関による 1000 億ドルの追加的貸し付けを実施し 2500 億ド

ルの貿易金融支援を確保。最貧国向け貸付のため IMF 保有金の売却益を活用。成長と雇用

回復のため 1.1 兆ドルのプログラムを構成する。 

【成長と雇用の回復】 

前例のない財政拡大で数百万の雇用を維持･創出する。来年末までに 5兆ドルの財政支出を

追加し、生産を 4%引上げる。成長回復に必要な規模の財政努力を継続する。中央銀行は非

伝統的な手法を含むあらゆる金融政策を活用し、緩和政策を維持する。流動性供給、金融

機関への資本注入、不良資産の問題への対処のため、銀行システムに対しこれまで大規模

な支援をした。共同して行動することでインパクトは大きくなる。更に国際金融機関、貿

易金融を通じ、1 兆ドル超の追加資金の提供に合意した。IMF は 2010 年末までに世界の成

長率は 2%超まで回復すると予測した。我々は回復と成長のために必要なあらゆる行動をと

る。財政の長期的な持続可能性と価格安定を守る。 

【金融監督・規制の強化】 

金融監督の大きな失敗が危機の根本原因。強力な監督･規制の枠組みを構築すべく行動する。

｢金融システムの強化｣についての宣言(付属文書)を発表した。 

▽ 金融安定化フォーラム(FSF)を引き継ぐ金融安定理事会を設立し、IMF と協働する。 

▽ 規制・監督をシステム上重要なすべての金融機関、商品、市場に拡大する。ヘッジファ

ンドが初めて対象に含まれる。 

▽ 賃金と報酬に関する FSF の厳格な新原則を実施する。 

▽ 景気回復が確実になれば、銀行の資本の質、量、国際的整合性を改善する。 

▽ タックスヘイブンを含む非協力的な国と地域への措置を実施する。国家財政と金融シス
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テムを保護するため制裁の用意がある。 

▽ 評価・引当基準の改善と、質の高いグローバルな会計基準の実現に取組む。 

▽ 規制監督と登録を信用格付け会社に拡大。財務相にこの決定を実施するよう指示。金融

安定理事会と IMF は、進捗状況を監視し、11 月の次回財務相会合に報告する。 

【世界的な金融機関の強化】 

新興国も途上国も(経済危機への)挑戦に直面している。8500 億ドルの追加資金を国際金融

機関を通じて各国が利用できることに合意する。各国からの 2500 億ドルの当面の融資は、

最大で 5000 億ドル増強される新規借り入れ取り決め(NAB)に組み入れる。必要なら市場借

り入れを検討する。国際開発金融機関による融資を少なくとも 1000 億ドル増やす。IMF の

新たなフレキシブル・クレジット・ライン(FCL)を歓迎。経済に 2500 億ドルの流動性を注

入する。SDR の一般配分、第四次協定改正の迅速な批准を支持し、国際金融機関の権限、業

務範囲、ガバナンス改革に合意する。08 年 4 月に合意した IMF の出資比率・発言権改革の

パッケージを実施し、次期出資比率見直しは 11 年 1 月までに完了。世界銀行の発言権・代

表権改革に関する勧告は 10年春までの合意を期待する。国際金融機関の長と幹部の選出を、

開かれた透明なものにする。持続的な経済活動を促進する原則の必要性に合意。この内容

の憲章を次回の会合で討論する。 

【保護主義への対抗、貿易・投資の促進】 

貿易は 25 年間で初めて減少する。貿易・投資の再活性化は成長回復に不可欠。ワシントン

で結んだ保護主義是正の制約を再確認し、いかなる違背措置も是正する。誓約は 10 年末ま

で延長する。各国内で打ち出す措置の貿易・投資への悪影響を最小化する。金融保護主義

に逃避しない。あらゆる措置を世界貿易機関(WTO)に通知し、四半期ごとに公開する。貿易・

投資の促進と円滑化のため、あらゆる手段をとる。貿易金融の支援に 2年間で最低 2500 億

ドルを利用可能とする。 

【公平で持続可能な経済の回復】 

公平で持続可能な世界経済の基礎を築くことを決意する。ミレニアム開発目標、政府開発

援助(ODA)の公約を達成すると再確認。低所得国が利用可能な資金を 500 億ドル増やす。IMF

が保有する金の売却益と余剰金を活用して、今後 2－3 年で最貧国のために 60 億ドルの追

加的資金を供給。国連に最貧層に与える影響の監視メカニズム設置を要請する。成長への

刺激、教育・訓練への投資、積極的な労働市場政策で、雇用を支援。国際労働機関(ILO)な

どに各種行動の評価を要請。強靭で持続的且つ環境に優しい経済回復という目標に向け、

財政刺激策を利用する。09 年 12 月の COP15 での合意を達成する。 

【次回会合】 

進捗を確認するため、本年末までに再度会合を開くことに合意(その後 9 月 24、25 日米ペ

ンシルヴァニア州、ピッツバーグ市の開催が確定した)。 

 

会議に臨む主要国の立場：FT Website から(09.4.3) 
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日本 

＊ 自由貿易並びに市場に対する制約を再確認し、保護貿易に反対 

＊ 信用(金融)市場の支持や各国による景気刺激行動のような緊急性の高い課題に対する

より広範囲な国際的同意の形成 

＊ 金融分野に於ける規制の改善(会合で金融システムを立て直すよう G20 に要請) 

米国 

＊ 経常収支黒字の新興国を含む世界中の国からのより大きな財政刺激策の確認 

＊ 唯一の強力な世界的機構ではない、金融規制によるより緊密な協力の合意 

＊ オフショウ租税センターの透明性の向上に向けた努力 

＊ “強靭で安定したシステムは米国の利益 

英国 

＊ 新たな世界的景気刺激一括政策の支持、これによりブラウン首相の借入拡大を可能に 

＊ ブラウン首相の長期目標である、IMF の新しい役割を含む規制面に於けるより緊密な協

力の促進 

＊ 英国の属領を含む租税及び規制上の回避地の撲滅 

仏 

＊ 世界の金融市場の規制を強化するため大胆で具体的決議を行なう 

＊ 関係する銀行はより厳しい資本規制を受けることを担保して、ヘッジファンド並びにタ

ックスヘイブンを厳しく取り締まる 

＊ 銀行そして公正価値会計基準のために、相殺的(反景気循環的)効果を齎すようにプルー

デンシャル・ルール(慎重を要する規則)を改める 

独 

＊ 全ての金融商品、市場並びに参加者(ヘッジファンドの直接規制を含む)にまで金融規制

を拡大する 

＊ 金融機関の適正資本規則を修正し、それらの銀行に与える同調景気循環的衝撃緩和 

＊ 新しい国際金融規則の監視者であり施行者になるよう IMF と FSF を改組する 

EU 

＊ 加盟 27 カ国は基本問題で必ずしも同意を得ていない 

＊ EU の基本要綱は IMF に対する追加資源、金融規制そして金融機関改革等を含む 

＊ 一般的には、最大の経済圏の指針として米国に比べより限定的な財政出動を求めること

になる 

中国 

＊ 直ちに多額の資金を拠出することは憚るが、中国の議決権拡大を意図した IMF の改革 

＊ 国際金融規制のより厳格な実施に賛成、但し中国の銀行を監督する権限を持つ単独の監

視機関には反対 

＊ 危機対応に於ける中国の建設的役割を認識せしめると同時に巨額な貯蓄に基づいた為
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替レートへの批判を避ける 

露 

＊ FSF の拡充 

＊ IMF 改革 

＊ IMF におけるロシア並びにその他新興国に対する決議権の拡大に合意 

印 

＊ 国際金融機関、市場を改革し、世界経済に於ける信頼構築のための手段を実行する 

＊ 今回のG20で討議された計画の実施を確かなものにするためグローバルな監視機構を創

設する 

＊ 西洋諸国の“過剰な存在”に対抗するためアジア地域の協力関係を促進する 

＊ 保護貿易に阻止 

ブラジル 

＊ 再び金融の流れを確保するため先進国の金融システムを浄化し、成長への回帰を確実に

するため一丸となって協調的マクロ経済政策を採択する 

＊ 新興国の声を大いに反映させるよう、国際機関並びに FSF を改組する 

＊ 貿易交渉のドーハラウンドを締結し、保護主義と戦う 

サウジアラビア 

＊ 国際機関特に IMF を改革し、IMF に貢献し得る諸国にその運営に当りより大きな発言権

を与える 

＊ サウジアラビアがIMFに対する追加資金の唯一の提供者として指名されないよう担保す

る。去る 11 月英国首相ゴードン・ブラウンは経済危機の襲来を受けた諸外国を救済す

るため基金に追加資金を供給することを期待すると発言した。 

＊ 国際的景気後退の結果原油価格が崩落する中、エネルギーの安定と石油需要を確保する 

危機発生の要因 

第一義的には米国を中心とした土地バブルの崩壊。土地バブルの形成は、米国のみならず、

英国、アイルランド、スペイン、中国、ロシアなどグローバルな現象となった。その主な

要因として、超低金利時代の到来、偏在的過剰流動性の発生、生産的投資対象(イノベーシ

ョンの欠如)の減少と投機性投資機会の法外な拡大、インフレ懸念の後退、第二義的には、

市場至上主義をバックにした金融機関による過度な貸出、デリバティヴス商品の過剰開発

とリスク商品の不適切な評価・販売、CDS に見られる信用リスク・商品リスク・市場リスク

等の測定不能事態の発生(その結果、財務諸表中の保有デレバティヴスの評価算定不能を起

こした)、第三義的には、金融機関に対する寛大な監督・情報開示・モニタリング、金融機

関の業務・財務監査の不徹底、金融政策の失敗、金融コンゴロマリット化の弊害露呈(キー･

ワード集参照)、金融商品の相対取引拡大、既存のセイフティーネット(連銀、SEC、BIS、

法令、会計基準、外部監査、保険、格付け機関等)の有効性失速、レバレッジへの過信(現

在、その反動として行過ぎた担保主義になっている)。 
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遠因；①逸脱した投資銀行業務をサポートする強力なウオール街ロビイストの闇略、②IT

革命以降の技術革新低迷による大規模生産投資機会の萎縮(その結果金融がリードする経

済発展へ)、③資産バブル抑制に有効なモニタリング、戦略・対策・認識の欠落、④Value

と Price 格差の経済原則を越える異常な拡大、⑤米国の傲慢な金融・経済覇権主義⑤投資

銀行、保険会社、その他金融、各種ファンド、金融商品等に対する規制、情報開示、チェ

ック、救済体制の欠落 

理念と対策 

4月2日にロンドンで開催された第二回金融サミットが不十分ながら一応の理念と対策の方

向性を示唆している。第三回までに更に関係国が何処まで政策とその実施面で歩み寄れる

か、更にその間実体経済がどのように進展するかを慎重に監視、検討する必要がある。 

金融機関、金融市場の健全化を先ず遣り遂げなければ、実体経済は不況を脱出して回復し

ないと言うことだが、今後は同時並行的な政策も必要となろう。 

ロンドン金融サミットの評価(以下いずれも日経 09．4.8 からの引用) 

FT(3 日付社説)：｢財政出動については言及が少なかった。米英のような経常赤字国が内需

を拡大しなければならない一方で経常黒字国はそれ以上に内需拡大で自己の役割を果た

さなければならないのに、首脳宣言では説得力のある公約はなかった｣と指摘。｢金融シ

ステムが改革されない限り危機は解消しないことを覚えておくべきだ｣と警告。 

英ガーデアン社説(3 日付)：資本主義の改革については前進がなかったことは驚きだ。確か

にヘッジファンドの規則強化や金融機関の国際監視強化についてはよい方向が示された

が、もっと前進すべき余地がある｣と不満を示した。 

米ワシントンポスト社説(3 日)：｢成長回復のための行動という最も重要な分野で機会を逸

している。何ら特定の刺激策が直ぐには実行されないにしても、もっと財政支出を増や

す約束がなされれば進展となっただろう｣と財政出動への消極姿勢を批判した。 

米ニューヨークタイムズ社説(3 日)：｢期待に達しなかったのは財政出動による景気刺激の

約束を拒否したことだ。欧州はこの問題で譲歩しない方針でサミットに臨んでいたが、

オバマ米大統領は対立は有害だと判断した。この外交姿勢には安心できるが、果たして

引き下がるべき時期であったかについては懸念がある｣と述べた。 

 

主要株式市場動向(09 年 1 月 2 日～4月 3日) 

 1 月 2 日  High Low 4 月 1 日 4 月 2 日 4 月 3 日

日経ダウ 9043.12  9239.24(1.7) 7054.98(3.11) 8351.91 8719.78 8749.84 

Topix 875.91 888.25(1.7) 703.50(3.11) 793.82 826.69 831.36 

ＮＹダウ 9034.69 9034.69(1.7) 6547.05(3.9) 7761.6. 7978.08 8017.59 

S&P 931.80 931.80(1.7) 676.53(3/9) 811.08 834.38 842.50 

DAX  4973.07 4973.07(1.2) 3666.41(3.6) 4131.07 4381.92 4384.99 

FTSE 4561.79 4561.79(1.2) 3512.09(3.3) 3955.61 4124.97 4029.67 
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ハンセン 15042.81 15042.81(1.2) 11344.58(3.9) 13519.54 14521.97 14545.69

上海総合 1820.80 2425.29(4.2) 1820.80(1.2) 2408.01 2425.29 2419.77 

注記；東京市場のみ初値は 1月 5日 

 

4 月 24 日ワシントンで開催の G7 財務相・中央銀行総裁会議と G20 財務相会議 

G7:日経 09．4.23 の記事(事前)から要旨を抜粋 

2010 年の世界の実質経済成長率をマイナスからプラスに転じる目標を達成するため、各国

が必要な政策を総動員することで一致する見通し。日本は財政支出 15 兆円超の追加経済対

策を説明する。 

危機の再発防止に向けた金融規制強化も焦点で、国際的な監視体制などを協議する。これ

については先の金融サミットで合意した対策の着実な実行を確認する。危機の可能性を察

知する早期警戒の機能をどう高めるかも焦点。 

Ｇ７共同声明案の要旨(日経 09．4.25)、25 日判明した分を参考資料として掲載 

最近の経済指標は先進国経済の下降ベースが緩やかになってきたことを示唆しており、安 

定化の兆しも出ている。経済活動の見通しは引続き弱く、下振れリスクもなお残っている 

が、2009 年末にかけて回復を始める。 

長期的な財政の持続可能性に配慮しつつ、本来の成長経路への回帰を早めるために必要な 

あらゆる行動をとる。貿易金融に少なくとも 2500 億ドルを提供する。IMF の｢フレックシ 

ブル・クレディト・ライン(柔軟な与信枠)｣など危機対応のための新たな措置を歓迎する。 

投資や貿易に対する新たな障壁、WTO の目標に矛盾する輸出への措置を回避。WTO はこのコ 

ミットメントに対して調査し、公表する 

中国がより柔軟な為替相場への移行に向けた約束を継続していることを歓迎。国際金融機 

関がより妥当性と有効性と正当性を強め、ガバナンスをより現代的にするため、国際的な 

パートナーと協力する。 

為替レートの過度な変動や無秩序な動きは経済と金融の安定に悪影響をもたらす。為替市 

場を引続き注意深く監視し、適切に協力する。 

G7 声明の骨子：日経 09．4.25 夕刊 

▲ 世界経済に安定化の兆候 

▲ 経済活動は年内に回復を開始 

▲ 経済活動の下方リスクは継続 

▲ 危機の再発を防ぐために協調 

▲ 財政出動、金融安定化策など必要なあらゆる行動をとる 

▲ IMF の新融資制度の導入を歓迎 

▲ 投資や貿易に新たな障壁を設けない 

▲ 引き続き為替市場を注視し、適切に協力 

▲ 金融規制の範囲拡大や金融機関のリスク管理強化などが必要 
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G7 共同声明の要旨：省略 

＊ 世界経済 

＊ 財政・金融政策 

＊ IMF 改革 

＊ 保護主義排除 

＊ 為替政策 

＊ 金融規制 

G20:同時開催(日経 09．4.25 夕刊) 

 財政出動や金融規制の強化などを中心に、G20 首脳会議の首脳宣言で掲げた政策メニュー

の進捗状況を点検。世界経済の実質経済成長率を 2010 年にマイナスからプラスに転換さ

せるため、参加国・地域が必要な政策手段を総動員する方針を確認した模様。9月の金融

サミットに向け、どんな分野を優先課題に据えるべきかについても意見交換した。前回

サミットで重点課題に掲げた IMF の改革のうち、資金基盤の拡充などを引続き論議した

とみられる。 

独財務相シュタインブリュックは今回の両会議に欠席を表明。日経(09．4.24)によると、

『報道官は｢国内で重要な政治日程がある｣と記者団に述べた。ドイツは 07 年から G7 な

ど で金融規制の強化を主張。今年 4 月の G20 の金融サミットで欧州側の主張がほぼ取

り入れられたことで、今回の G7 の重要性が薄らいだものとみられる。』 

 コメント：今回も会合全体の様子を詳細に伝える報道がないため確かなことは分からな

いがこれまでの一連の国際会合の経緯からみると次のように総括できるのではないか： 

① G7 の相対的指導力、発言力の低下。代わって G20 の地位、影響力の格段の向上 

② メンバーが多いため、今後も全体の行動原則の合意、指針の調整・確認作業やリーダ

ー国乃至機関の不在問題、更に経済発展段階の格差問題(利害対立)などが顕在化する

恐れが多分にある 

③ そのため、早晩 G20 の今後の運営(意思決定方式)、あり方(他の国際機関・会合との

役割分担、関係等)などに関するメンバー間の駆け引きが活発化する 

国際通貨金融委員会(IMFC＝International Monetary and Financial Committee；IMF の勧 

告機関)の開催：09 年 4 月 25 日、ワシントン(日経 09．4.27) 

IMF 委員会の声明骨子と関連記事の抜粋 

＊ 金融安定と成長回復へ各国が協調して作業することを確認 

＊ 日本などからの 2500 億ドルの融資で当面、資金枠を倍増 

＊ 最終的には｢新規借り入れ取り決め(NAB=New Arrangements to borrow)｣に取り込み、資

金枠は計 5000 億ドル規模で充実 

＊ 必要なら(債券発行など)市場借り入れを検討することで合意 

＊ IMF の出資比率見直しで新興国や途上国のシェアー拡大を予期 

債券発行については、中国やブラジルといった新興国が資金拠出にあたって、債券の購
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入という形式を求めていた。今後発行方式や規模の検討に入る。声明では IMF の増資が

不可欠との認識で一致、新興国や途上国の経済規模に応じた発言力の確保に向け、出資

比率の見直し作業を急ぐ。前回の金融サミットでは 2011 年 1 月までに完了すると合意し

ており、来年秋をメドに結論を出したい考えだ。 

注記：英語部分は筆者の補足 

東アジア首脳会議(サミット)：タイ、バンコック(4 月 12 日)、｢雇用創出、貧困削減、金融 

安定化を進める｣とし、各国が既に表明した景気対策に加え一段の措置を取ることを打ち

出す。貿易問題に関しては、｢(域内の自由貿易協定である)『包括的な経済連携構想』の

実現に向けた取り組みを推進する｣と強調する(以上日経 4月 10 日から)。 

東南アジア諸国連合(ASEAN)プラス３(日中韓)：(4 月 11 日) 

域内スワップ協定の｢チェンマイ・イニシアチブ｣の資金枠拡大にあたり、各国の負担を

巡る議論をインドネシアのバリで 5 月に開く財務相会議でまとめることを求める。金融

危機防止へ各国財務相に早急に対策を実施するように促す(以上前掲日経より)。 

注記：以上の二つの会合はタイの政情不安から急遽中止となった。目下 6 月上旬、タイのプーケットでの

再開を念頭にアピッシット首相が各国と日程を調整中と報じられている。 

 

米州サミット：09 年 4 月 19 日(トリニダード・トバゴ) 

北・中南米 34 カ国首脳が参加した米州首脳会議。共同宣言(環境対策での連携をうたった)

は満場一致に至らず。金融危機克服や雇用確保のために、中小企業への資金供給の重要性

が強調された。キューバ再加盟問題も話し合われた(日経 09.4.20 の抜粋)。 

 

日中ハイレベル経済対話：楊中国外相の発言(日経 09.4.17) 

日経記者との会見要旨；6カ国協議に関連して行なわれたものの中から関連事項を抜粋 

＊ 日中ハイレベル経済対話を近く開催 

＊ 金融危機克服への日中の連携強化 

日本と中国の経済閣僚が一堂に会しする政策対話。｢連略的互恵関係｣にある経済分野での

具体的な協力策を話し合うのが狙いで、07 年 12 月に初会合を開いた。メンバーは日本側の

外相のほか財務、経済産業、環境、経済財政の各相ら。中国側は副首相が議長で、外相、

国家発展改革委主任、財務相、商務相、農相ら。第 2回会合は当初 08 年末までの開催で合

意していたが、中国側の日程調整が付かず、延期されている。 

日中ハイレベル経済対話の初会合の合意(07 年 12 月) 

＊ 気候変動：2013 年以降の国際的な枠組み(ポスト京都議定書)構築に積極的に関与 

＊ 環境保護：大気汚染対策などで協力 

＊ エネルギー：中国は省エネを推進 

＊ 知的財産権保護：人材育成などで協力 

＊ 貿易：中国は｢食の安全｣重視を表明 
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＊ 東アジア：経済一体化に向け協力推進 

＊ アフリカ開発：重要性を認識し対話継続 

主な国際会議、国際機関の現状 

IMF/世銀、：国際金融機関の機能強化、増資、議決権問題等が課題に。IMF は近年その存在

意義、政策・運営等のあり方について、新興国、途上国を含めて様々な批判を浴びてい

たが、金融危機発生を機に再びその擁立論、強化論が活発化してきた。 

ADB(アジア開発銀行)etc.：地域開発銀行 

G7/G8(含むロシア)：先進 7カ国財務相、中央銀行総裁会議。本年 2月のローマにおける G7

会合後の記者会見における、中川財務大臣の醜態に世界中が驚かされたが、結局大臣職

を辞したことはまだ記憶に新しい(著しく国家の品格を傷つけた)。 

G2：米中、ロンドン金融サミットでその存在が改めて国際間でも認識された。 

BIS：機能強化。国境を越える金融監督の強化など金融不安解消につながる道筋をつけるこ

とが大切。具体的には専門家が多い BIS の役割を強化すべきとの見解(デアン・ジュリア

ス英王立国際問題研究所長)もある。 

FSF：連携と機能強化(本文参照) 

サミット：先進７カ国首脳会議、1975 年仏ディスカルデスタン大統領の提唱、仏・独・日・

英・米の 5カ国の首脳が集まりスタートした。次回は 7月にイタリアで開催。 

金融サミット、G20:本文参照。 

WTO：ドウフーラウンドへの期待と行詰り 

OECD：経済成長の見通し、タックス･ヘイブンブラックリストの公表 

 

国益と外交 

国益を最優先に考えようとしない日本外交。従って時として不条理なまでに自らを犠牲に

してまで行なおうとする国際協調姿勢が見られる。諸外国の構築する国際協調路線が先に

あって、次に国益を考える可笑しな慣習は本末転倒だ。 

90 年代における金融・経済危機と日本の教訓 

＊ Too late, too little 

＊ 迅速性に欠ける 

＊ リーダーシップの欠落 

＊ 金融政策(バブルの発生、崩壊)の失敗 

＊ 不完全な責任の追及 

＊ プロの不在 

＊ 二回目の“失われた 10 年”を迎えるのか(日本) 

＊ 日本は金融・経済危機の直接の震源地でないのに、何故金融機関は痛み、他国に比べ経

済は大打撃を受けているのか：国家のビジョン、戦略は何処に、そして企業経営戦略と

国家戦略の摺り合わせは？ 
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資料編 

G7 財務相・中央銀行総裁会議(2 月 13.14 日ローマ)の共同声明骨子(日経 09．2.15) 

＊ 成長と雇用維持、金融部門の強化へあらゆる政策手段で協働 

＊ 金融の混乱は実体経済に波及。世界経済悪化は 2009 年中も続く 

＊ 内需拡大と雇用創出へ財政出動を前倒しし、迅速に実施 

＊ 中期的な財政の持続可能性に配慮 

＊ 中国の財政出動、人民元の上昇につながる柔軟な為替相場の対応を歓迎 

＊ 過度な為替変動に懸念 

＊ 保護主義的な施策の回避に努力 

声明原案の骨子(日経 09．2.14)：参考まで 

＊ 成長･雇用維持、金融セクター強化へあらゆる政策手段で協働 

＊ 雇用創出、内需拡大へ財政政策を前倒し、迅速に実施 

＊ 財政の中期的な持続可能性の配慮 

＊ 為替相場の過度な変動に懸念 

＊ 人民元相場の上昇に期待 

＊ 保護主義的な施策の排除に引続き努力 

注記：第二回金融サミットの約一月半前にローマで開催されたもので、3月に開催された後

述の G20 財務相・中央銀行総裁会議と同様、事前にサミットの様子を覗う手掛かりとなっ

た重要会議。 

最近の G7 会議のポイント 

07 年 10 月：ワシントン 

 世界経済の減速を懸念。楽観見通しを修正 

08 年 2 月：東京 

 経済成長に下方リスクが広がっていると判断 

08 年 4 月：ワシントン 

 金融市場の安定に向けた協調を確認。急激なドル安を牽制 

08 年 10 月：ワシントン 

 金融機関の公的資金による資本増強など 5項目の｢行動計画｣ 

 金融危機に対応するため、声明の代わりに G7 合意を 5項目に絞り込んだ｢行動計画｣を発

表。過去には声明の文言で合意できず、｢議長総括｣を出した例もある。内容が為替相場

に大きな影響を与えることもある。 

出所：日経 09.2.15 

主要国の景気・金融危機対策(09.2.14 現在) 

 規模 主な内容 

米 

 

7000 億ドル 

(約 64.4 兆円) 

金融安定化のための公的資金枠 
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7870 億ドル 

(72.4 兆円) 

環境分野の雇用創出、高速道路網整備など

公共投資 

英 

 

200 億ポンド 

(2.6 兆円) 

付加価値税の減税、学校施設など公共投資

独 810 億ユーロ 

(9.6 兆円) 

所得税減税、雇用助成金の拡充、中小企業

の税軽減 

仏 260 億ユーロ(3.1 兆円) 自動車購入補助金や公共投資 

日 08 年度第 1次補正予算(事業規模 11.5

兆円) 

08 年度第 2次補正(27 兆円) 

 

09 年度予算 

(37 兆円) 

高齢者の医療負担軽減、中小企業の資金繰

り支援 

定額給付金、高速道理料金下げ、自治体の

雇用創出 

雇用保険料下げ、住宅ローン減税拡大、中

小企業の法人税率下げ 

出所：日経 09．2.15 

景気回復に向けた各国・地域の取り組み(日経 09.4.26) 

米国 

＊ 77 兆円の景気対策 

＊ 金融安定化のため 69 兆円の公的資金枠、官民共同で不良債権約 98 兆円買取りも 

日本 

＊ 56 兆円の追加経済対策を表明 

＊ 最大 50 兆円の公的資金で株式買い支え 

EU 

＊ 総額 52 兆円の景気対策 

＊ 中東欧向け特別融資枠を総額 6兆 5千億円に倍増 

中国 

＊ 57 兆円の内需拡大策、追加対策も検討 

＊ 銀行に融資拡大を促す行政指導 

 

G20(20 カ国・地域財務相・中央銀行総裁会議)：09．3.13－14、ホーシャム(英) 

来月 2日に始まるロンドンでの金融サミットに備える会合。 

G20 の経緯； 

アジア通貨危機などの反省を踏まえ、先進国と新興国が一堂に会して国際金融システムの 

安定を協議するため 1999 年に発足。例年は年一回、秋に開くが、金融危機が深まった昨秋 

以降は今回を含めて 3回開催。特に前回と今回は緊急首脳会合(金融サミット)の準備会合 

の役割が強い。財務相会議の共同声明をたたき台に、金融サミットの首脳宣言を作成する 

ことになる(日経 09．3.15) 
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G20 共同声明の骨子 

＊ 世界経済の成長が回復するまで、あらゆる必要な行動をとる 

＊ 各国は既に断固たる協調した行動をとった 

＊ 成長回復と長期的な財政の持続可能性を確保 

＊ 各国中央銀行は非伝統的な政策を含むあらゆる手段を使い、必要とされる間、金融緩和

を続ける 

＊ 国際通貨基金(IMF)の資本基盤の増強と融資枠拡大が必要 

＊ アジア開発銀行(ADB)の増資が必要 

＊ 保護主義と戦い、自由貿易と投資を維持する 

＊ 格付け会社やヘッジファンドに登録制を導入 

＊ 金融機関に好況時の自己資本積み増しを要請 

 

G20 と金融安定化フォーラム(FSF)、バーゼル委の加盟国・地域 

 加盟国・地域名 FSF バーゼル委 

日本 ○ ○ 

米国 ○ ○ 

英国 ○ ○ 

ドイツ ○ ○ 

フランス ○ ○ 

イタリア ○ ○ 

 G 

 

 7 

カナダ ○ ○ 

BRICs   

ブラジル 新 新 

ロシア 新 新 

インド 新 新 

中国 新 新 

アルゼンチン 新  

オーストラリア ○ 新 

インドネシア 新  

韓国 新 新 

メキシコ 新 新 

サウジアラビア 新  

南アフリカ 新  

トルコ 新  

そ 

れ 

以 

外 

の 

G 

20 

欧州連合(EU) 新  
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(注)これら以外の国･地域や国際機関などの加盟は省略 

出所；日経 09．3.15 

銀行の自己資本規制について 

国際決済銀行(BIS)： 

中央銀行間の通貨売買(決済)、預金の受け入れ、更に国際金融上の問題、マクロ経済の調 

整などに関して情報交換機能を果たすスイスバーゼルに設置された国際機関。毎月 1回そ 

こで主要国の中央銀行総裁会議が開催される。 

BIS 規制(バーゼル合意、BIS 基準)： 

銀行の自己資本比率に関する規制で、｢自己資本の測定と基準に関する国際的統一化｣とし 

て、1988 年にバーゼル銀行監督委員会から公表された。 

国際業務を行なう銀行：自己資本比率 8%以上 

国内業務専門銀行：同 4%以上 

自己資本比率の算式：一般事業法人の財務分析と異なる 

リスクアセット

自己資本
 

注：①リスクアセットは資産の種類･リスクによって、加重平均された資産項目 

  ②自己資本比率の遵守は、各国の監督当局に委ねられる。現在の日本では金融庁、そ

れ以前は日銀であった。 

  ③日本では 88 年度から移行措置が適用されたが、92 年度末から本格適用されることに

なっていたため、バブル景気の急速な進展には余り効果が出なかった。日本の銀行

は保有株式の下落により含み損を抱えた上に、自己株式の値下がりで基準達成に苦

難を強いられたが、1993 年度 3 月末決算の達成期限までに、必要な銀行は全てクリ

アした。 

  ④結果的に４％を割り込んだ銀行も現れ、国内業務に特化したところも出た。それで

も 4%目標を割り込んだところは金融庁の｢早期是正措置｣が発動された。 

FRB：自己資本規制の｢見直しを｣(日経 09．3.21) 

バーナンキ議長は 3月 20 日、アリゾナ州フェニックスで講演し、｢政策当局者は既存の自 

己資本ルールや会計基準を見直すべきだ｣と述べた。又高額報酬にも触れて｢金融監督当局 

は細心の注意を払わなければならない｣と指摘、報酬制度の見直しの必要性を訴えた。 

＊ 米財務会計基準審議会(FASB)が指針を示していることに賛同した。 

＊ 時価会計や自己資本比率規制については、景気変動を増幅させるとして金融当局の間で

見直し議論が進んでいる。同議長の発言は、景気拡大期には金融機関に多額の自己資本

の積み増しを求め、景気後退期には資本規制を緩める｢可変的規制｣が念頭にあるとみら

れる。 

 

EU 関係 
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EU 加盟 27 カ国首脳会議：09．2.20 ブリュッセル 

 

第一回金融サミット(08 年 11 月、ワシントン)の首脳宣言の骨子：日経 09．3.15 

＊ 金融・経済安定化；あらゆる追加的措置を実施 

＊ 金融市場改革の原則；規制当局間の国際連携強化 

＊ 開放的な世界経済への約束；今後一年は貿易に対する新障害を設けない 

 

《 08・09・10 年の世界経済 》 

 IMF の世界の各国・地域の経済成長率の見通し IMF 見通し下方修正(日経 09．4.25) 

 2008 年 2009 年 2010 年 

世界 3.2 ▲1.3 1.9 

米国 1.1 ▲2.8 0.0 

ユーロ圏 0.9 ▲4.2 ▲0.4 

英国 0.7 ▲4.1 ▲0.4 

日本 ▲0.6 ▲6.2 0.5 

アジア 7.7 4.8 6.1 

中国 9.9 6.5 7.5 

注：単位％、▲はマイナス、09 年 4 月 22 日発表分 

日本の経済成長率 

政府の見通し；09 年度マイナス 3.3％ 

G20 主要国の景気対策規模(GDP 比、単位％)：日経 09．4.27 夕刊の引用) 

 09 年 10 年 

ブラジル 0.6 0.8 

中国 3.1 2.7 

フランス 0.7 0.8 

ドイツ 1.6 2.0 

日本 2.4 1.8 

韓国 3.9 1.2 

ロシア 4.1 1.3 

サウジアラビア 3.3 3.5 

米国 2.0 1.8 

G20 平均 2.0 1.5 

注：IMF 試算。一部は財政年度ベース 

 

《 Keywords 》： 

Zombie Bank：ふぬけな、自分で考えない銀行(日本の銀行を評して) 
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Glass-Steagal Act：1933 年銀行法、投資銀行業務と商業銀行業務の分離 

Gramm-Leach-Bliley Act：グラス・ステイーガル法で規定されていた銀行・証券の垣根を 66 年ぶりに撤廃

し、銀行・証券・保険の相互参入の法的枠組みを整備した(1999 年クリントン政権下)。 

Sarbanes-Oxley Act (サーベンス・オクスレー法)通称 SOX:企業改革法、投資家を欺いたエンロン事件を

受け 2002 年に制定された厳罰規定を持った米企業会計制度改革。 

TALF(Term-Asset-Backed Securities Loan Facilities)：3 月 17 日から始まった財務省・連銀の共同プロ

グラム。目的；融資の証券化を活性化し、或いは流通市場で融資をパッケージし売却することで金融市

場の障害を除去する。 

TARP(Troubled Asset Rescue Plan):窮地に立たされた金融機関の抜本的救済計画。 

金融危機の最中、昨年 9 月に公表され、ポールソン財務長官は、金融機関が抱える不良資産買い上げの

ため、議会に総額 7000 億ドルの承諾を求めた。一旦は挫折したが、修正の結果 10 月 3 日までに両院の

承認を得た。第一ラウンドは不良資産の買取ではなく、株式を購入することで直接銀行(大銀行中７行に

対しそれぞれ 250 万ドルなど)に 3500 億ドルを注入した。11 月 2日方針を転換、残高についてはより広

範囲に適用を拡大した。 

FSP(Financial Stability Plan)：発表当初は具体性がないとして市場の失望を買ったがその後具体化した

全貌が明らかとなる(本文参照)。 

Bad Bank:金融システム上の不良資産を買取る銀行。今回そのあり方、方法論等を巡り論争となった。 

RTC(Resolution Trust Corporation)：第一代ブッシュ大統領時の S＆L 救済のための不良資産買取会社 

HASP(Homeowner Affordability & Stability Plan)：目的①不動産用借入金利を下げ、通常融資へのアク

セスを容易にすることで住宅需要を増やす②市場で空き家の元となる差し押さえの広がりを阻止する。 

Toxic mortgage-related assets：有毒不動産関連資産(毒饅頭) 

証券化商品組成上の優先順位区分：Prime, Alt-A(Mezzanine), Sub-prime, Equity 

Nationalization：瀕死且つ経済に与える影響の大きい金融機関の国有化とその功罪 

Too big, too fail:公的資金注入の背景にある考え方。 

Bondholders’Interest：銀行再建に見る株主対債券保有者の利害 

FDIC(Federal Deposit Insurance Corp.)：預金取り扱い金融機関(銀行)を FDIC が掌握する際には、FDIC

は無担保の債権者に対し債務超過の応分なる負担を求める権限を持つ。しかし金融持株会社に対する同

等の権能は持たない。例えば姉妹子会社としてバンクオフアメリカ(BOA)が傘下に持つメリル・リンチの

ケースのように。 

AIG(79.9%政府保有)救済と納税者の問題：AIG のすべての契約を忠実に履行すべきか否かの問題。AIG が締

結した CDS(Credit Default Swap)の中には”投機家”と結んだものが含まれると言われる。それは企業

債務の価値に対する保険(一種の賭け)であり、これまで納税者の資金を使うことに問題があるとするも

の(富者をますます富ます)。但し AIG の相手方契約者の氏名は公表されていない。 

経営者の法外な報酬問題：金融機関に限らず、かねてから米国では経営者の高額報酬が世間の批判を浴び

ていた。今回の AIG 幹部についてもブッシュ政権下更には現政権下でもその高額報酬が契約上見過ごさ

れていたとして、議会の追及を受けた。契約を破棄することは法に抵触する恐れがあることから、
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結局その分に対し、90％の課税を行なうことになりそう。これを見て、一部米系投資銀行

の中には公的資金の返済を行なう動きも出て来た。 

法外な役員報酬に対する批判 

○米コンサルティング会社ワタソンワイアットの調査：3月初旬時点 

役員や管理職の報酬を削減した企業；全体の 10％(2)。キャタピラ今期 50％削減など。 

検討中の企業；10％(0)。カッコ内は昨年 12 月初旬の数字。 

○ ボーナスへの課税法案に反対； 

シティグループのパンディット CEO は 3 月 20 日、公的資金を受け入れた金融機関のボーナス支給に高

率の税金を課す法案に反対する意向を表明。｢特別な税金を課して優秀な人材を失えば、金融システム

を安定させ、景気を回復させるこれまでの努力が大きく後退する｣と従業員向けメモで表明。 

同じく BOA のルイス CEO も｢金融界では既に報酬が大幅にカットされている｣と主張した。 

Bernard L. Madoff 巨大詐欺事件：自ら証券会社を経営し、NASDAQ 元会長でもあったマドフが引き起こし

た詐欺事件(08 年末逮捕)、個人ばかりでなく野村證券など一流金融機関も被害に。被害総額推定 500 億

ドル(5 兆円)、これは架空の利益を含むので元本の実質被害額は 330 億円程度と見られる。 

多発する損害賠償訴訟：米国を中心に有毒証券化商品を購入した投資家による訴訟が急増している。日本

は泣き寝入りか、これから起きるのか？金融機関は貸倒引当金の積み増しに躍起。 

Ponzi Scheme:一種のねずみ講、マドフが利用したと言われる。 

米大手証券メリル・リンチ、ロンドンの不正取引：同社とレーダーによるもので損失額は 390 億円に上る

との報道も。  

Hedge Fund:定義は確立していないが、通常私募により機関投資家や富裕層等から大規模な資金を集め、デ

リバティブス等を活用、様々な運用を行なファンド。従って通常の情報開示、監督・監視の外で運用さ

れる。大変 Pro-cyclical な行動となる。 

Private Equity(Equity Fund)：非上場企業に投資するベンチャン・キャピタル、或いは企業買収→再生→

売却等により収益を求めるファンドの総称。 

相対取引：上場された株式、債券或いは金融商品を取引所経由売買するのと異なり、売り手･買い手が直接

交渉し取り引きを行なう手法。従って取引所の監督・監視外に置かれている。今回の金融危機で問題に

なった“デリバティブス”の殆どが相対取引だった。 

格付け機関の審査能力と限界：複雑な金融派生商品の外部からの審査・格付けには自ずと基本的に限界が

ある。更に投資家の即時性への期待にも対応できかねる点がある。今回は殆どのケースで第三者機関に

よる保証乃至担保を付けることで格付けが行なわれていた(但しフォローアップが間に合わない)。この

問題は商品設計に付帯する商品リスクとも一部でオーバーラップしている。 

Tax Haven：以前からマネーロンダリングとも関連して、その規制論が盛んであった。今回 OECD はそのブ

ラックリストを公表し、各国が撲滅に本格的に共同して動き出した。 

CDS(Credit Default Swap)：対象となる証券(特に証券化商品)や企業のデフォルトなどによるリスクを回

避するデリバティブス(一種の保険)の一つで、今回の金融危機の悪化要因の元凶になった。証券化

商品への投資或いは企業に投融資した金融機関が保証料を払って置けば、デフォルトが発生したり、企
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業が倒産しても、損失の相当額を補填して貰える。主に AIG が関与した最大の不良金融商品。 

CDS の流通市場：米国では、3 月からインターコンチネンタル取引所が業務を開始した。日本では東証が

2010 年度に CDS の売買・清算業務に進出を計画している。更に新聞報道によれば(日経 09.4.15)、東京

金融取引所も清算機関を 10 年度中に設立、業務を開始する。現在金融機関が相対で行なっている CDS の

契約処理業務を取引所が集中的に請け負うことで、国内での円滑な取引を後押しする。参加できる金融

機関は純資産約 1兆円以上、格付けはシングル A以上の国内外の大手に限定。 

CDO(Collateralized Debt Obligation):債務担保証券、中でも ABS(資産担保証券)を核に様々な証券化商

品をパッケージにした ABSCDO の価格破壊が致命的であった。 

Uptick Rule：空売り規制の一種。直近の株価を下回る水準での空売りを禁止するもの。大恐慌後の 1938

年に導入したが流動性を低下させるなどの理由から 2007 年に廃止されていた。SEC は 6 月をメドにこの

規定を復活させようと考えていると言われる。 

Leverage:レバレッジ、財務(資本、投資)てこ率 

Chapter 11(米連邦破産法第 11 条＝Title 11 of the US code-Bankruptcy)：債務者自らが債務整理案を作

成する。わが国の民事再生法に相当。個人にも適用可能だが、手続きが煩雑で、経費負担も大きく、実

務的ではない。そのため同法第 13 条が選択されると言われる。 

保護貿易の動き： 

＊ 米国；景気対策法におけるバイ・アメリカン条項の他にも、GM, Chrysler などへの巨額な財政支援は

｢直接的補給金｣だと世銀は決め付けている。 

＊ ロシア；中古車輸入への高率関税 

＊ インドネシア；食料品、電子機器、シューズ、衣料、おもちゃ輸入への新たな制限 

＊ EU：バター、粉乳などの乳製品の輸出に対する補給金の復活 

新たな保護貿易政策の導入を行なわないとの誓約にも拘わらず、G20 の内 17 の国が上記のように、そうし

た政策を昨年 11 月以降に導入したと世銀は報じている(タイム誌 09．3.30)。 

自動車産業への政府助成： 

＊ フランス：フランス：サルコジ大統領はプジョー・シトロエンとルノーに対し国内で会社が人員整理

を行なわないとの誓約と引き換えに、それぞれ 39 億ドルの融資を提案。他の EU 加盟国から保護貿易

主義だとの抗議を受けている。 

＊ 英国：32 億ドルの融資を受けることに。その内の一部はより燃料効率の高い車の生産を奨励するもの。 

＊ ドイツ：少なくとも 9年経過後の車を買い換える人は新車の購入に対し 3200 ドルの支援が出る。 

＊ イタリア：新車と買い換える人は政府から 1900 ドルの奨励金がでる。 

＊ ポルトガル：車と部品に対する輸出金融を含めて、12 億ドルの包括的景気刺激策が自動車業界に認め

られた。 

出所；タイム誌 09．2.23 
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第二部 ＜日米を中心にした金融・経済危機対策＞ 

 

《 米国の危機対応策 》 

米財政赤字と景気動向：米議会予算局 3月 20 日発表 

2010 会計年度；09 年 10 月スタート 

09 年の実質経済成長率：マイナス 3.0％(マイナス 1.1％) 

同年財政赤字：対 GDP 比 13.1％(12.3%) 

10 年会計年度の実質経済成長率：2.9%(3.2%) 

同財政赤字：1兆 3790 億ドルで対 GDP 比 9.6%(8.0%) 

注：カッコ内は 2月オバマ政権が発表した数字 

 

米国オバマ政権(＋FRB)の金融・経済危機対応 

景気対策法：09 年 2 月 12 日、米議会は、上下両院で一本化された総額 7890 億ドル(約 71 

兆円)の米景気対策法案の内容を公表した。3110 億ドルをインフラ整備や教育、環境、エ

ネルギーなどの歳出へ。1960 億ドルを公的医療保険など社会保障費、2820 億ドルを減税

措置にそれぞれ配分。最大 350 万人の雇用創出を目指す。週内にオバマ大統領の署名を

経て成立を目指す。 

要点； 

①インフラ･科学分野：1200 億ドル(高速道路整備 275 億ドル、公共交通機関 84 億ドル、ブ

ロードバンド通信網 72 億ドルなど) 

②緑のニューディール：連邦政府ビル省エネ改修 45 億ドル、スマートグリッド(IT を駆使

した最新の送電網)110 億ドル、代替エネルギー(風力、太陽光など)事業への借り入れ保

証 60 億ドル 

③その他：教育･訓練 1059 億ドル、失業者など弱者救済 243 億ドル、医療施設の IT 化 190

億ドル 

コメント：この中に盛り込まれた“バイ・アメリカン条項”が先の金融サミットの趣旨や

WTO の原則に反するものとして、日本を初め各国が米国に撤回を求めている。 

包括的金融安定化策：総額 1 兆ドルの不良資産を金融機関から買取る(2 月 10 日発表)。具

体的内容が示されなかったため、市場に当初失望売りが出た。やがてその内容＜｢官民投資

ファンド｣Public-Private Investment Fund：財務省案、銀行の法外な損失救済策＞が明ら

かとなる。 

米不良資産買取の詳細発表：著者注、Public-Private Partnership  

＊ 規模は民間と共同で最大 1兆ドル、住宅価格の下落を受けて値下がりしているローン債

権と証券化商品を買取ることで金融機関のバランスシートから切り離し、金融機関への

信頼回復を目指している。 

＊ 3 月 23 日米財務省は金融機関が抱える不良資産の最大 1兆ドル買取に向け、官民共同で
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設立する不良資産買取ファンドに金融安定化ファンド(総額7000億ドル)から、750-1000

億ドル(9.7 兆円)を投入する方針を明らかにした。計画では、政府による拠出金と民間

からの投資、米連邦預金保険公社(FDIC)や FRB からの支援を合わせて 5000 億ドル、場

合によってはその倍の規模の不良資産買取を目指す。これを好感、ダウ工業平均株価は

前日比 497 ドル高と本年最大の上げ幅を記録した。 

＊ 4 月 6 日米財務省は、金融安定化策の柱である官民共同の不良資産買取制度について、

制度に参加できる民間ファンドの基準(運用資産規模、資本調達能力、運用実績など)を

緩和(必ずしも全ての条件を満たす必要はなく、これらを総合的に判断する)すると発表

した。結果的にヘッジファンドなどの利益になるとの批判が出ていたため、大手のヘッ

ジファンドや年金基金だけでなく、中小の投資ファンドにも参加を促す狙い。参加申し

込みは 2週間延期し 4月 24 日まで。 

＊ 米大手資産運用会社ブラックロックが日本の機関投資家から約 10 億ドル(約 980 億円)

をメドに資金を集め投資する意向。同社は世界から 50 億―70 億ドル程度の資金を集め

る計画(この欄、日経 09．4.15 から抜粋)。 

公的資金の投入：金融機関(預金取り扱い銀行)倒産を防ぎ、金融機能の健全性・安定性を

担保し且つその迅速な回復を狙う。財源は究極的に国民の税負担になるため、その実施

に当たっては賛否両論が常に付きまとう。更に今回は、米国で自動車産業まで適用範囲

を広げるべきかで米政策当局は困難な選択を迫られている(線引き問題)。わが国でも、

産業界の一部に、産業界の救済にまで拡大すべきとの主張が当然のことのように行なわ

れている。さらに｢REIT｣とのような金融商品を対象にしようとする議論も横行している。 

Stress Test：銀行の健全性を評価するテスト(資産査定)。財務長官ガイトナーが公表した

(2 月 25 日)。景気悪化が更に深刻になった場合も想定、追加で必要資本金を算出し、銀

行側と調整に入る用意を行なう。 

対象は米国の大手銀行(資産規模 1000 億ドル以上)19 行。市場は不適格者が出るか否かに

関心を寄せている。5 月 4 日をメドに結果が出揃い公表される予定(当初結果が出るのは

4月中で且つ公表は不透明であった)。 

テスト基準；①景気後退の持続(住宅価格が 22％下落したり)で、今後如何に乗り切るか、

②失業の影響(2010 年の失業率が 10.3％まで悪化したり)にどう対処するか、③資本の充

足度、④流動性リスクなど。 

米政府の審査対象は無数の住宅ローン債権などを組み合わせた証券化商品(CDO)。一般的

な企業向け貸出債権の査定と異なり、住宅ローンなどの価値を 1 件ずつ査定することは

物理的(件数など)にも極めて困難。従って査定が甘ければ追加注入の規模が間に合わな

いことも起きる。 

 日経(09．4.25 夕刊)は 24 日 FRB が公表した資産査定に関連次のように報じた：｢各行と

も必要な水準を充分に上回る資本があるとする一方、経済・金融情勢の悪化で幾つかの

銀行の資本が著しく減少した、と指摘。査定で把握した大手銀行の財務状況を踏まえ損
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失が想定より膨らむ場合に備え、追加の自己資本を手当てするのが賢明だとし、公的資

金の活用を事実上促した。 

 また FRB は金融機関の自己資本の質に言及。｢普通株が中核的な資本の大半を占めるべき

だ｣との考えを強調し、優先株など普通株以外の株式が自己資本に占める比率なども査定

の対象にしたと明らかにした｣ 

Stress Test の結果(当初より若干遅れ、5月 7日、FRB が公表) 

資本増強の必要額 資本増強の必要なし 

金融機関名 億ドル JP モルガン・チェース 

バンク･オブ･アメリカ 339 ゴールドマン・サックス 

ウエルズ・ファーゴ 137 メットライフ 

GMAC 115 US バンコープ 

シティグループ 55 キャピタル・ワン・ファイナンシャル 

リージョンズ・ファイナンシャル 25 バンク・オブ：ニューヨーク・メロン 

サントラスト・バンクス 22 BB&T 

モルガン・スタンレー 18 アメリカン・エキスプレス 

キーコープ 18 ステート・ストリート 

フィフス・サード・バンコープ 11  

PNC ファイナンシャル・サービシズ･G 6  

10 社合計 746  

注：日経 09．5.8 夕刊より引用 

資本不足10社で7.4兆円、景気が一段と悪化の場合の潜在的な損失が、来年末までに計6000

億ドル弱(約 60 兆円)と予測(前掲日経から)。 

コメント：今後各社の資本調達計画がどのように行なわれるのか市場は慎重に見守ってい

る。政府は公的資金の見返るに現在保有する優先株を普通株に転換可能な株式と交換すれ

ば、資本増強(Tier 1)と看做す方針を打ち出した。 

FRB：ゼロ金利政策(FF レートの誘導目標金利を 0～0.25％に維持)を継続。長期国債買入拡 

 充。上記 Stress Test を財務省と協調して実施。 

3 月 18 日の FOMC(連邦公開市場委員会) 

声明のポイント： 

▼ゼロ金利政策； 

＊FF 金利の誘導目標を 0～0.25％に維持。長めの期間になる可能性 

▼量的緩和(信用緩和) 

＊ 長期国債購入；今年半年で 3000 億ドル購入 

＊ 住宅ローン担保証券購入；2.5 倍の 1兆 2500 億ドルに 

＊ 政府機関債購入；2000 億ドルに倍増 

日米英中銀の国債購入額(月額換算)：イングランド銀は一部社債を含む(出所日経 09．3.19) 
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米 FRB 約 4.8 兆円 

英イングランド銀 約 3.4 兆円 

日銀 1.8 兆円 

 

2007～10 年の金融機関の損失見通し(09 年 4 月時点の IMF 推計、単位億ドル) 

 米国 欧州 日本 合計 

▽ローン 10,680 8,880 1,310 

 住宅ローン 4,310 1.920 ― 

 商業用不動産ローン 1,870 1,050 ― 

 

 

20,870 

 その他ローン 4,500 5,910 1,310  

▽証券化商品 16,440 3,050 170 

住宅ローン 9,900 1,950 ― 

商業用ローン 2,230 310 ― 

 

その他 4,310 790 170 

 

 

19,660 

 合計 27,120 11,930 1,490 40,540 

注；端数の関係で合計は必ずしも一致しない。地域はローンなどの組成地域 

IMF は 4 月 21 日、ローンや保有証券の劣化に伴う金融機関の損失が 07 年から 10 年までの 

合計で約 4兆 540 億ドル(約 397 兆円)に上るとの推計を発表した。同時に金融システム安 

定化へ欧米の銀行はさらに合計で 8750 億ドル(約 85 兆円)～1兆 7000 億ドル(約 166 兆円) 

の資本増強が必要になると試算した。 

私見；投資家の巨額な損失額は含まれていない。わが国の金融機関の損失が少ないのは①

自由化が進んでいなかったこと、②最終投資家サイドに依然莫大の損金が生じている可

能性があるため。 

米金融機関への資本注入の経緯 

08 年 9 月 リーマン・ブラザーズ破綻 

10 月 金融安定化法成立 

大手銀行に 1250 億ドルの資本注入 

11 月 AIG にも資本注入 

シティーグループに追加注入 

09 年 4 月 ゴールドマン・サックスが公的資金返済のための公募増資発表 

バンク・オブ・アメリカ、年内に公的資金を返済する意向表明 

出所：以上いずれも日経 09．4.22 

米公的資金の金融機関に対する注入状況： 

09 年秋：2000 億ドルを住宅ローン専門の金融公社ファニー・メイ、フレディ・マックへ 

08 年 10 月：250 億ドルをシティーへ(金融安定化法) 

同年 11 月：200 億ドルをシティーへ(同上)、シティーの保有する証券化商品を最大 3,060
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億ドルまで買うことを保証。 

米政府が公的資金を注入した主な金融機関(日経 09．4.26 から引用) 

 注入額(億ドル) 

シティーグループ 450 

バンク・オブ・アメリカ 450 

JP モロガン・チェース 250 

ウェルズ・ファーゴ 250 

ゴールマン・サックス 100 

モルガン・スタンレー 100 

注：不良資産の政府保証などは含まない 

4 月 17 日ゴールドマン・サックスは、意表をつき、｢第一四半期の決算で、予想越える、18 

億ドル超の収益を挙げた｣と発表した。同時に 50 億ドル相当の株式を発行、それで昨年 10 

月、TARP から借りた 100 億ドルを返済する意向を表明した。これにより、同社は様々な制 

約(報酬など)から開放されることになる。昨年同社は従業員 30 人中 1人の割りで 100 万ド 

ル以上の報酬を得たと伝えられている(タイム誌 09．4.27 からの抜粋)。 

90 年代の日本の公的資金投入のケース： 

＊ 直接注入方式と不良資産の買取方式の 2本立て 

＊ 預金保険機構、保証等を含め総額凡そ 70 兆円 

＊ 実際に投入された公的資金は 22 兆 1000 億円 

＊ 金融機関に当時発生したと言われる損失額の推計：30 兆円強から 100 兆円  

米自動車業界 

GM：4 月 27 日にも再建計画を発表予定。現在連邦政府から 134 億ドル(約 1 兆 3100 億円)

の繋ぎ融資を受けている。2 月 17 日クライスラーと合わせ計 216 億ドルの追加支援を

要請。報道では、約 270 億ドルの無担保債務の削減に向け債権者と交渉中で、6月 1日

までの合意を求められている。 

Ford：債務の株式化などで約 100 億ドルの債務を圧縮、格付け会社 S&P は同社の格付けを

｢CCC｣に引き上げ。現在のところ、公的資金を求めないと表明。 

Chrysler：連邦政府に対する最終再建計画の提出日は 4 月 30 日。現在連邦政府から 40 億

ドル(約 3900 億円)の繋ぎ融資を受けている。追加融資の申請については GM 欄

を参照。ダイムラーは現在保有する 19.9％の同社株を現在筆頭株主の投資ファ

ンド、サーベラス・キャピタル・マネジメントに全株譲渡することで 4月 27 日

合意。 

米自動車部品工業会(MEMA)など：2月13日最大255億ドル(約 2.3兆円)の支援を正式要請。

自動車メーカーはアッセンブラーと言われ、約 80％強が部品メーカーからの調達で占める。 

 

大詰めを迎えた GM Chrysler の再建計画(日経 09．4.29 から引用) 



 26

GM･クライスラー｢再建後｣の株主構成 

GM クライスラー 

株主 予想される持株比率 株主 予想される持株比率 

政府 50％ UAW 55％ 

UAW 39％ 伊フィアット 35％ 

債権者 10％ 

現在の株主 1％ 

政府･債権者 10％ 

最終的にクライスラー社は 4 月 30 日、連邦破産法 11 条に基づく経営再建を申請＜米・加

両政府がそれぞれ 80 億 8000 面ドル、24 億 2000 万ドル(オンタリオ州を含む)、計 105 億ド

ル(約 1 兆円)を拠出(融資)、支援する＞、そしてこれまで提携交渉を行なってきた伊フィ

アット社との提携を決定した。しかし先行きは尚不透明。 

FOMC(米連邦公開市場委員会)：09．4.28・29、ワシントン 

声明のポイント 

＊ 経済の収縮ベースは幾分減速しているように見受けられる。家計支出は安定化の兆し

が見られるものの、雇用喪失の継続、住宅資産の減少、信用の逼迫によって引続き抑

制されている。3月会合以降、経済見通しは緩やかに改善したものの、経済活動は今後

も当面、弱い状態が続く公算が大きい。 

＊ フェデラルファンド(FF)金利誘導目標水準を 0－0.25％に据え置く。FF レートを更に長

期間、異常に低水準とすることが経済状況により正当化される可能性が高いと予想 

＊ 住宅ローン・住宅市場を支援し、民間クレジット市場の全般的状況を改善するため、FRB

は年内に政府機関が保証するモーゲージ担保証券(MBS)を最大で総額 1 兆 2500 万ドル、

政府機関債を最大 2000 億ドル購入する。更に秋までに最大 3000 億ドルの米国債を買い

入れる。 

＊ FOMC は経済見通しや金融市場の状況の進展を踏まえ、証券買取りの時期と総額を引続き

検討そる 

＊ FOMC は引続き、金融経済の動向を踏まえて、FRB のバランス･シートの規模や構成を慎

重に監視する 

出所：4月 30 日配信ロイター 

1－3 月期実質 GDP 

米商務省が4月 29日に発表した速報ベースによる実質国内総生産は前期比(08年 10－12月

期)6.1％減と市場予測の平均マイナス 4.7％を下回り、3･四半期連続のマイナス成長。ただ

2 期連続で縮小していた個人消費がプラスに転じ、全体の縮小幅は前期(6.3％)より小さく

なった。 
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《 日本の危機対応について 》 

 

政府 

財政出動： 

08 年度；本予算、第一次補正予算、第二次補正予算 

09 年度；本予算、第一次補正予算(関連事項の詳細は下記追加経済対策等を参照) 

改正産業再生法(産業活力再生法)：公的資金の一般企業への資本注入を盛り込んだ改正法、

4月 30 日実施。 

目的；金融危機で一時的に業績不振に陥った企業を国が信用補完し、再生を促す。 

仕組み；同法の下で認定を受けた企業に対し、日本政策投資銀行が優先株や優先出資証券

を引受けて資本を投入する。 

条件； 

①売上高が四半期で 20％以上または半期で 15％以上減少。資本が 25％減。 

②国内従業員数 5000 人以上か、それらの企業への代替困難な部品供給 30％以上 

③政策投資銀行と民間銀の協調による出融資 

④企業価値向上に向けた事業計画の策定 

産業再生法の主な改正点 

▲ 公的資金を活用した一般企業への資金注入制度の新設 

▲ 産業再生法認定企業への民間金融機関の融資に債務保証する制度の拡充 

▲ 企業の省エネ投資の全額を初年度に一括計上し、即時償却する制度の導入 

▲ 企業や大学に埋もれた先端技術を集約する官民投資ファンド｢産業革新機構｣の創

設 

▲ 中小企業の事業再生で営業譲渡部門への許認可継続を認める制度の新設 

申請を検討中と伝えられる企業 

パイオニア 

エルピーダメモリー 

日立製作所 

追加経済対策：4月 10 日政府・与党の決定(日経 09．4.10) 

骨子；財政支出(真水)は 15兆 4000億円、事業規模は56兆 8000億円で過去最大規模(内 70％

強の 41 兆 8000 億円を金融分野に振り向ける)。この別枠で、市場から株式など最大 50 兆

円買い取る新たな株価対策を盛り込むことも固まった。この財源は財政投融資特別会計の

積立金や 1 兆円の経済緊急対応予備費の取り崩しなどで約 5 兆円をひねり出し、残る約 10

兆円は建設国債と赤字国債で賄う。政府系機関などに投融資する財政投融資も活用、財投

を 7兆 8000 億円追加する方針で、主に財投債の追加発行で賄う。 

政府による株式買取のイメージ(日経 09．4.10) 

首相→召集→危機対応委員会(仮称)→決定→金融相→買取指示→政府の関係機関(新設)→
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最大 50 兆円で買取→株式市場 

原資：政府保証の債券発行や銀行借入 

主な金融対策 

▼ 中小企業向け 

＊ 信用保証協会の緊急保証を 20 兆円から 30 兆円に拡大 

＊ 日本政策金融公庫の｢セイフティーネット融資枠｣を 9 兆円から 12 兆円に拡大。商工中

金の危機対応融資枠を 9000 億円から 3兆 3000 億円に拡大 

▼ 中堅・大企業向け 

＊ 日本政策投資銀行の投融資枠(保証を含む)を 15 兆円増やす 

＊ 日本政策金融公庫の損害担保制度を出資枠 2兆円について創設 

▼ 個人向け 

＊ 住宅金融支援機構の住宅ローン｢フラット 35｣で頭金を不要に 

▼ 市場安定化 

＊ 銀行等保有株式取得機構の買取対象を優先株や上場投信、不動産投信にも拡大 

＊ 政府関係機関に 50 兆円の政府保証を設定、株式などの市場からの買取を可能に 

社会保障・雇用分野の主な対策 

雇用

対策 

＊ 雇用保険を受給していない離職者に月 10－12 万円の生活費を職業訓練中に支給

＊ 雇用調整助成金を拡充 

＊ 住宅のない離職者に住宅手当 

医療 

 ・ 

介護 

＊ 都道府県の地域医療再生計画を財政支援 

＊ 介護職員の待遇改善へ 4000 億円の基金 

＊ 介護施設整備促進へ 3300 億円 

＊ 対象を絞り、乳がんなどの検診無料化 

子育

て 

＊ 待機児童削減へ基金を 2500 億円に拡充 

＊ 今年度に限り 3－5歳児 1人当り 36000 円支給 

追加経済対策に盛り込んだ減税 

 対象となる税制 内容 

個人 贈与税 住宅の購入や増改築を条件に非課税枠を年 610 万円に拡大 

研究開発促進税制 ＊ 法人税の 3 割を上限に研究開発費の一部を差し引ける制

度を 4割(特例を含む)に 

＊ 減税の繰越期間を最長 3年に 

 

 

企業 

中小企業税制 9割までを損金算入できる交差費の対象額を年400万から600

万に拡充 

公共事業・農業の主な施策 

＊ 羽田空港の滑走路延伸 

＊ 三大都市圏の環状道路整備 
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＊ スーパー中枢港湾の機能強化 

＊ 整備新幹線の着実な整備 

＊ 地方の公共事業負担の 9割を補填 

＊ 米粉・飼料米の増産に交付金 

＊ 農地を貸す高齢農家に交付金 

 

これらに対する欧米メディアのコメント(日経 09．4.16 から) 

英 FT：太陽光発電の促進策など追加対策の詳細を伝え、｢エコノミストに歓迎された｣と報 

道。 

英インディペンデント紙：｢欧州各国異なり、日本は借金へのためらいがない｣と財政悪化 

に警鐘を鳴らした。 

米 CNN テレビ(電子版)：｢政府支出による経済の下支えは日本でこれまで効果がなかったし、 

これからもない｣との専門家の見方を報じた。 

私見： 

① わが国の財政規律への姿勢が気になる。地方財政の赤字拡大には厳しい政府だが、自ら

の行いは極めてルーズ。財政法(特に 4 条、5 条)の拡大(勝手な)解釈、天井のない借り

入れは国家の存亡にも関わる。 

② 国会は速やかに赤字、債務の限度枠(対 GDP)を再検討し、財政法上の数値限度を示し、

罰則規定を設けた、中長期目標の再設定を行なう必要がある。 

③ 一般企業への公的資金の供与(政策投資銀行経由など)については、モラル・ハザードを

引き起こす恐れも多分にあろう。米国の風土と異なり(自動車産業への対応に見る如く)、

わが国には潜在的にこの際貰えるものは何でも申請しておこうとする企業マインド無

きにしもあらず。社会的監視を怠ってはならない。 

国の債務残高 

4 月 30 日財務省は 09 年度末の GDP に対する国・地方の長期債務残高比率が 168.5％になる

見通しを公表した。政府が 4 月に取りまとめた追加経済対策では、財源として 10 兆 8000

億円の新規国債を増発。その結果今年度末の国と地方の長期債務残高は前年度末より 29 兆

円増え、816 兆円に達する見込み。OECD の経済予測では、短期証券や社会保障基金を含む

日本の債務残高は GDP 比 174％で、二位のイタリア(114％)を大きく上回る。小泉政権の｢骨

太方針 06｣では 11 年度に国・地方の基礎的財政収支黒字化し、10 年代半ばまでに債務残高

GDP 比を｢安定的に引き下げる｣とする目標を掲げていた。 

コメント 

① 政府は財務残高削減の対策を持ち合わせていない。将来への負荷は国としての管理能力

を逸脱している。 

② 財政法(４、5 条の但し書きがいいように拡大解釈されたまま)。地方政府には厳しい財

務制限を強いながら、中央は全く借り入れ限度(シーリングも罰則ない)を設けようとし
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ない。 

③ 諸外国が心配している。この上は EU の様に関係国との条約締結でもしなければ？ 

緊急保証制度：全国の信用保証協会が金融機関の中小企業向け貸出に 100％保証を付ける。 

＊ 枠拡大；スタートは昨年 10 月(当初 6兆円)→30 兆円 

＊ 限度額；従来 8000 万円→2億 8000 万円。 

＊ 保証承諾金額；4月 30 日までに 10 兆円を越えた(件数約 48 万 7000)。 

失業率： 

総務省が 5月 1日発表した 3月の完全失業率は 4.8％に。完全失業者数は 335 万人。 

 

日銀 

非伝統的な手法を含む多様な金融政策の導入。その一部に行き過ぎの心配も。 

均質化する先進国の中央銀行の政策運営(日経 09．4.24 から引用) 

 物価目標 政策決定の開示方法 非伝統的政策 

BOJ 物価安定の理解(0～2%)と年 2 回の展

望リポートで２～3 年間の物価見通

し公表 

発表文と総裁記者会

見 

CP、社債買取、長期

国債購入 

FRB 1 月から 5～6年の物価見通し公表 発表文のみ(定例会

見検討中) 

CP、証券化商品、長

期国債購入 

ECB 物価安定の定義(2％) 発表文と総裁記者会

見 

5 月に｢異例の措置｣

を発表予告 

BOE インフレ目標(2％)があるが厳格な適

用はせず 

発表文のみ(四半期

毎に総裁会見) 

量的緩和、長期国債

を購入しマネーを拡

大 

日米欧中銀、危機対応で競争迫る中、金融政策で｢国際標準化｣；説明機会の拡充/量的緩和

/ゼロ金利回避、が進む。 

政策決定会合(4 月 30 日・5月 1日) 

 2009 年度 2010 年度 

実質 GDP ▲3.1(▲2.0) 1.2(1.5) 

消費者物価指数(除く生鮮食料品) ▲1.5(▲1.1) ▲1.0(▲0.4) 

注：前年度伸び率、数字は政策委員会見通しの中央値、％、▲はマイナス。カッコ内は今

年 1月時点の見通し 

出所：日経 09.5.1 

コメント：金融機関の健全化について 

日経(09．5.11)によると、上場地銀・第二地銀 87 行・グループ中の 09 年 3 月期決算は、

少なくとも 48 行が最終赤字を計上する見通し。世界的な金融市場の混乱で有価証券の価格

が急落、不良債権処理損失の増加が響いた。赤字計上が全体の過半数に達したのは初めて、
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最終損益の合計は約 4000 億円超(前期約 6500 億円の黒字)、と報じている。金融機関にお

ける商業銀行業務の縮小と共に、生き残りをかけ進出した、充分な実績のない証券業務へ

の傾斜的進出によるダメッジが出たもの。わが国の金融機関は今回のサブプライム･ローン

関連では比較的その被害は少ないと言われるが、それだけグローバル化が進んでいなかっ

たためとも言われる。こうした点も含めて、今後の金融機関のあり方、投資・保有有価証

券の限度額、リスク・マネジメント、内外金融機関とのアライアンスなど未だ、方向性、

戦略、理念が定まらないようだ。 

 

 

《 EU の対応について 》 

 

欧州委員会(EU の執行機関)は先の第二回 G20 金融サミットのフォローアップとして、ファ

ンド規制等の指令案(法案)を提示する予定。これに関連日経 09．4.28 は関連記事と共に以

下の比較表を掲載した。 

EU の金融強化策 

 EU の方針 G20 金融サミットの結論 

ヘッジファンド 認可制の導入 登録制の導入 

金融機関の役員報酬 法制化に向け議論 監督当局が評価、必要な場合

は介入 

格付け会社 登録制の導入。情報開示の強化 同左 

銀行監督 国際監督に向け調整 金融安定理事会を創設、各国

の連携を強化 

保険会社 資産査定の厳格化 ― 

出所：日経 09．4.28 

私見；米国との間に尚隔たりがあり、今後の成り行きが注目される。問題の多い国際金融

活動について、市場、プレーヤー、金融商品、役員報酬などの面で今回 EU は単独でもより

厳しい規制、監視の動きに出るとみられる。 

金融報酬規制で指針：日経 09．4.30 

金融危機再発防止策の一環(短期的な利益を重視する報酬体系が危機を増幅させたと判断) 

＊ 従業員・役員の賞与(ボーナス)の支払時期を一定期間先延ばしする 

＊ 必要に応じて金融機関が支払済みの賞与を取り返せるようにする 

＊ 従業員向け指針は、EU 加盟 27 カ国の銀行、証券、保険、投資会社、年金基金など大半

の金融機関のうち、株式や債券の売買、証券化商品の組成・販売などリスクが比較的大

きな業務を担う人員が対象 

共通指針は法的拘束力がない。欧州委が 6 月にまとめる金融監督の見直しに関する指令案

(法案)の内容を事実上先取りしたもの。 
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コメント； 

米国では、公的資金導入に当り、年報酬額 50 万ドルのシーリングを設けた。このため金融

界には動揺が走り、一部(ゴールマン･サックスなど)では増資や外部からの資金調達により

公的資金の返却に動き出したところもある。 

欧州委員会の実質成長率と失業率の 09 年予測：▲＝－、カッコ前回日経 09，5.5 より引用 

 実質成長率 失業率 

ユーロ圏 ▲4.0(▲1.9) 9.9(9.3) 

ドイツ ▲5.4(▲2.3) 8.6(7.7) 

フランス ▲3.0(▲1.8) 9.6(9.8) 

 

イタリア ▲4.4(▲2.0) 8.8(8.2) 

 ▲4.0(▲1.8) 9.4(8.7) 

英国 ▲3.8(▲2.8) 8.2(8.2) 

EU27 カ国 

ポーランド ▲1.4(2.0) 9.9(8.4) 

米国 ▲2.9(▲1.6)  

日本 ▲5.3(▲2.4)  

ECB 定例理事会：5月 7日 

注目された理事会決議の内容： 

＊ ユーロ圏 16 カ国に適用される政策金利を 0.25％下げ、13 日から年 1.0％に 

＊ 金融機関への貸付期間を 1年に延長 

＊ 民間金融機関が発行する債券も600億ユーロ(約 7兆 8000億円)購入(一種の量的緩和措

置；ECB は量的緩和と呼んでいないが)、具体的方法等については 6月 4日の次回理事会

で公表) 

日米欧の金融政策 

 政策金利 利下げ以外の通貨供給拡大策 

日銀 0.1％ 長期国債や社債の購入 

米連邦準備理事会(FRB) 0.0-0.25% 長期国債や住宅ローン担保証券の購入 

英イングランド銀行(BOE) 0.5% 長期国債や社債の購入 

欧州中央銀行(ECB) 1.0% 金融機関への長めの資金供給、金融機関が発

行する債券の一部を購入 

出所：日経 09．5.8 

ヒポ・リアル・エステート(独不動産・公的部門金融大手)への独政府の救済措置 

欧州委員会は 5 月 7 日、経営危機に陥っている同行への公的資金投入に関して、競争を阻

害し、政府支援に関する EU 規則に違反していないかどうか本格的に調査を開始したと発表

した。独政府は昨年 10 月、ヒポに対する総額 350 億ユーロ(約 4 兆 5500 億円)の信用保証

を実施。補償額は最終的に 520 億ユーロ(約 6兆 7600 億円)に増額された。独政府の金融市

場安定化基金によるヒポの新株 2000 万株の引受も調査の対象(時事) 
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《 アジアの対応 》 

 

アジア開発銀行(ADB)年次総会：5月 2日～5日、バリ島 

ADB と域内外の加盟 67 カ国・地域がアジア経済の安定・拡大について討議する。 

日経が報じた総会の主な議題：09.4.19(昨年はコメなど食料や原油高騰に伴うインフレ圧

力の克服が主要テーマであった) 

＊ 増資；現行の約 550 億ドル(約 5兆 5千億円)から約 1650 億ドルへ(既に決定済み) 

＊ アジア地域(除く日本など域内先進国)の今年の実質経済成長率をこの 3 月に 3.4％と予

測(昨年 12 月時点は 5.8％)。1998 年の 1.7％以来の低さ。 

＊ 成長回復のため輸出偏重からの脱却と積極的な財政出動による内需拡大の必要性を指

摘する 

＊ アジア債券市場拡大(並行して開く ASEAN+3 の財務相会合と合わせ討議) 

債券保証機構の設立構想(来年中に基金額 5億ドル規模) 

域内途上国の債券発行支援：日経 09．5.5 

一連の ADB 総会会議で合意したもの。 

発行体：ラオス政府 

金額：15 億バーツ(約 43 億円) 

期限：7年 

保証：タイ輸出入銀行など 

予定時期：年内 

総会に出席中の与謝野財務大臣は外貨不足に陥った域内国に円を融資したり各国が円建て

債(サムライ債)を発行する際に保証を付けたりする新たな支援策を紹介した。 

4 月 29 日の日中首脳会談：北京、麻生首相と温家宝首相の会談 

金融・経済関係の主な合意事項 

＊ 6 月 7 日日本でハイレベル経済対話開催 

＊ 世界的な金融・経済危機を克服するために、両国が IT や環境などの分野でも｢戦略的互

恵関係｣を進化させる 

ASEAN＋３財務相会合(5 月 3 日、バリ島) 

チェンマイ・イニシアチブ(CMI)について年内に資金枠の総額を拡大し、多国間取り決めに

移行させることで合意。域内経済の監視機関設置も盛り込んだ 13 カ国による初の取り決め

を結び、通貨面から経済危機に一丸となって対応する体制を整える。 

拡大｢CMI｣の各国資金枠:単位億ドル、カッコ内は全体に占める割合、％ 

日本 

中国 

韓国 

日中韓合計 

384 

384 

192 

960 

(32) 

(32) 

(16) 

(80) 
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インドネシア 

マレーシア 

タイ 

シンガポール 

フィリピン 

ベトナム 

カンボジア 

ミャンマー 

ブルネイ 

ラオス 

ASEAN 合計 

日中韓＋ASEAN 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

36.8 

10 

1.2 

0.6 

0.3 

0.3 

240 

1200 

(4) 

(4) 

(4) 

(4) 

(3.1) 

(0.8) 

(0.1) 

(0.05) 

(0.03) 

(0.03) 

(20) 

(100) 

出所：日経 09．5.4 

 

《 中国 》 

中国製造業の景況感 

4 月の製造業購買担当者景気指数(PMI)は前月比 1.1 ポイント改善の 53.5 となり、5ヶ月連

続で改善した(日経 09．5.5)。 

景気対策 

１．09 年 11 月発表 

 温家宝首相は昨秋から著しく悪化した世界同時不況を踏まえ、中国への影響をこれまで

になく慎重に受け止め、総額 4兆元(約 57 兆円)の景気対策を打ち出し、09 年の経済成長

率を 8.0％と見込んだ。 

 エコノミスト誌のコメント 

 4 兆元の景気対策(ウエイトの変化)に於ける 08 年 11 月と 09 年 3 月の比較 

 ○ 今回シェアーが増加したもの： 

   住宅建設、技術革新・産業分野、社会保障費 

 ○ シェアーが低下したもの： 

   主なインフラ関係費、持続可能な環境対策費 

 ○ 殆ど変化のないもの： 

   震災復興費、農村関係費、 

２．追加的景気対策 

 今後の見通しについて温家宝首相はこれまで経験したことのない困難な事態に中国経済

も直面していると述べた。 

 3 月 13 日、9日間(経費節減のため短縮)の日程を終えた第 11 期全人代第 2回会議の要点 

＊ 09 年の経済成長率目標：8％前後 
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＊ 先に公表された総額 4 兆元の内容；中央政府が 1 兆 1800 億元を投入する予定で、民間

投資や銀行融資などを活用する。既に 5950 億元の投資を実施。金融危機の影響がより

大きくなれば、随時、追加の景気対策を検討する 

＊ 中国としては、資産の安全を第一に考え、米国の動向を見守っている。人民元は制度改

革した 05 年から上昇してきた。現状では人民元下落は好ましくないと考えている 

＊ 雇用問題を第一優先に、都市への出稼ぎ農民数は約 1 億 4000 万人(うち約 1100 万人が

失業中)。 

エコノミスト誌のコメント(09．3.7) 

今回の全人代で発表された諸策には、報道の割に新たな政策(具体的追加経済対策への討

論、医療制度改革のための公約された大型支出など)が少なかったとしている。 

中国理解のための若干の基礎的データ 

＊ 財政赤字；今年度の赤字額は9500億元(03年の赤字額の凡そ3倍)、対DGPマイナス3%(米

はマイナス 12%) 

＊ 軍事費；今年度伸び率約 15％(前年は 18％増)、過去 20 年間のうち 19 年間の毎年の伸 

び率は二桁 

＊ 異常な外貨準備高(約 2兆ドル)を背景に、中国によるドルの国際通貨としての地位を否

定する発言が目立つ。SDR への移行を主張するのもその一つ。中国の国際的地位を一段

と高めたと見られる今回のロンドン金融サミットでは、胡錦涛国家主席が IMF に対する

400 億ドルの融資をコミットした。一方元の急激な切上げ圧力には極めて冷淡。 

＊ 中国の GDP は 2010 年にも日本を抜き世界第二位になると見られているが、国民一人当

たり年間所得は、国連加盟国中第 100 位。 

＊ デフレ懸念強まる；日経(09．5.12)は次のように報じている(抜粋)。11 日発表の 4月消

費者物価指数(CPI)は前年同月に比べ 1.5％下落した。中国政府は国内の需要不足から生

じる持続的な物価下落である｢デフレ｣に陥るリスクを警戒し始めた。4 月は工業品出荷

価格(卸売物価)も 6.6％下落し、5ヶ月連続のマイナスとなった。 

＊ 今夏卒業の大学生は 610 万人(2000 年の約 6倍)で、来年は 700 万人に、そしてピークの

2011 年には 760 万人に達する予測(09．4.11 エコノミスト誌が引用した国営新聞

｢Beijing Evening News｣から)。 

＊ 中国の輸出構造；中国の対 GDP に占める表面上の輸出比率は約 40％だが、生産に伴い多

くの重要部品等を輸入するため、国内の付加価値で見ると約 18％になる。雇用の 10％

以下が輸出産業に従事している。既に中国では 07 年に不動産市場と建設事業の崩落に

よって、急速な景気後退が始まっていた。その引き金となったのは経済の過熱化を防ぐ

ため取られた厳しい金融引締め策。従って昨年後半からの世界同時不況の衝撃は中国に

とっては第二波であった(エコノミスト誌 09．4.18)。 

＊ 国有企業；1 月ボストン・コンサルティング・カンパニーによって、世界のリーダーシ

ップ(Global Leadership)を競う企業として選定された 100 社のうち 30 社以上が中国企
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業である。これほど多くの企業を輩出した国は他にない。しかしその殆どは、国内市場

で政府の保護を受けた、国の所有(部分保有を含めて)になる企業。例えば、世界最大の

携帯電話会社”China Mobile”、競争が省令により、数社の国内同業競争社に限定され

ている。同じことが鉄鋼、アルミ、エネルギー、金融、それに政府が“戦略的”と看做

すその他分野でも行なわれている(エコノミスト誌 09．2.21)。 

＊ 中国は現在でも先進国間で“市場経済国家”との評価を得ていない。市場経済が円滑に

機能するために必要なインフラ(法制度、金融制度、企業会計基準、自己責任において

プレー出来る市場参加者、市場開放、ディスクロージャーなど)整備が尚充分に整備さ

れていない。 

＊ 中国の展望；未曾有の世界金融・経済危機に喘ぐ世界は、今中国の動向にこれまで以上

の関心と期待を寄せている(中国頼み)。一方これまで世界をリードしてきたアングロ･

サクソン資本主義経済は大きな後退を余儀なくされている。これを教訓にして今後中国

はどのような経済・金融戦略を取るのか注目される。特に 80 年代以降、中国は国内の

様々な調整を経て経済的には市場主義経済の定着を目標に取組んできた。今回の危機を

経験して新しい路線に踏み出すのか、保守主義との調整をどうするのかなど中国の抱え

る基本スタンスへの問い掛けは当面絶えそうもない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


