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はじめに 

世界経済は 2008 年に起きたリーマン・ショックから、その後徐々に立ち直る動きが見えた

が、先進国を中心に、根本的改革を先送りする中、ここにきて再び前途多難な事態に直面

しているように見える。識者の中にはこの事態を、これまでの先進国リード、新興国追随

の世界経済の成長・発展の構図・路線の限界と捉え、時代は新たな世界経済秩序を模索す

る胎動期に入ったとみる人々もいる。 

このまま事態を、国際協調も無く、各国が有効な政策手段を採択できず、放置すれば、世

界経済とりわけ米国、欧州先進国は、我が国が 2 度にわたり体験した｢失われた 10 年｣を踏

襲する危険性もあるだろう。 

多くの先進国が構造的デフレ化リスクに直面する中、新興国はインフレ回避、貧富の格差

解消が最大の経済問題となってきた。国際的政策協調は、各国のこうした事情から今後益々

困難になろう。 

この様な背景を念頭に、現在世界で起きている様々な経済・金融市場の動揺をチェックし、

その要因を理解しながら、対策を検討することが必要である。このレポートはその為の素

材を提供するものである。この種の課題に関心を寄せる読者にとり、多尐なりとも参考に

なれば幸いである。 

米欧の債務問題 

○米国債務法成立 

 米財務省は 8月 2日までに債務上限が引き上げられなければ(これまでの上限 14.29兆ド

ル)、デフォルト(債務不履行)に陥るとしていたが、7月 31日オバマ政権と議会幹部が合

意、8月 1日には下院が同法案を賛成 269票、反対 161票で可決、2日に上院で可決成立

となった。しかしこれで問題が全て解決された分けではなく、今後は先送りした課題が

来年の大統領選挙を睨んだ政治的駆け引きの道具にもなるため、米国の債務削減と経
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済・社会運営の綱引きは簡単には解決しないと見られる。 

○これまでの経緯と今後 

 次の二つの図表は、米国における累積債務の急増推移と当面の政治的アジェンダを見た

ものであるが、特にオバマ政権発足後の経済運営は幾多の難題を抱え、厳しい環境にあ

る。要旨については後述の｢先進国経済｣を参照のこと。 

  

 出所：日経(2011/8/7)                  同左 

○追加参考資料 

  

 出所：日経(2011/8/3) 

米国債の格下げとその影響 

○現在の構図を見ると、貯蓄不足の米国の巨額な財政赤字を補填しているのが、米国債を

購入する中国、日本などの海外投資家だ。このままだと、ドル安と共に、米国債に対す

る信頼は失われ、その過程で投資家間に膨大な実現・評価損が発生し続けることになる。

これまでにも米国債の保有国は機会あるごとに、外貨準備の他通貨への分散、米国債の

処分、更には国際基軸通貨である米ドルの安定化を米国に要請してきたが、いずれも思

うような成果を上げられずにいる。 

当面はドル安定化を唱える外資調達(米国)の思惑(シニョリッジ＝Seignorage、基軸通貨

国特権)と外貨準備の分散化を図ろうとする勢力(海外投資家)の綱引きが、海外投資家の

負担増の中で、継続されることになろう。いずれにしろ、ドルへの信頼が大きく揺れる

中、世界は国際基軸通貨の再構築を求めるであろう。しかし残念ながら米国にはこれに

対応しようとする姿勢は未だ見られない。 
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次の図は外国投資家の米国債保有状況を国別に見たものである。 

  

 出所：日経(2011/8/7) 

○8 月 7 日、S&P は米国の財政状態が今後一段と悪化(政治の行き詰まりが固定化したり)

するなどすれば、更なる引き下げの可能性があることを示唆した。 

○S&P の事業会社格付けについて；  

 8 月 8 日高格付けを保有する米事業会社 6 社の格付けとその見通しについて、米国債格下

げの影響はない、と発表した；エクソン・モービル、マイクロソフト、J&J(いずれも AAA)、

GE(AA+)など。 

○邦銀等の米国債保有 

 3 メガバンクの保有状況(2011/6 時点)：7 兆円強 

 三井住友銀行；約 1 兆 4000 億円(4～6 月期に約 3 兆 1000 億円減額) 

 三菱 UFJHG；約 3 兆 7000 億円(7 月に入りその内 60％減額) 

 みずほ FG；約 2 兆円 

 ニッセイ、第一、明治安田、住友(保険 4 社)；合計約 7 兆～8 兆円(3 月末) 

 各社との米国債の格付け引き下げを或る程度見越した運用に入っており、金融庁による

と、｢日本の金融システムに与える直接的な影響は限定的｣とみている。 

不信と混迷の続く欧州市場と対策 

○欧州中銀国債買い入れ拡大 

 欧州中央銀行(ECB)は 8 月 7 日夜、緊急会議を開き、金融市場の緊張の高まりを受け、国

債購入を｢積極的に進める｣などとする声明を発表した。実際の購入は 8 日からと見られ

る。声明はイタリア(8 月 5 日、急遽財政収支の均衡目標年を 1 年前倒しする財政再建策

を発表)とスペイン政府による財政赤字削減に向けた政策を評価し、両国の国名を指名し

なかったが、｢市場安定のための計画を積極的に進める｣と表現した。 

このための下準備は事前に両国政府との間で進められていた。これは既に行われている

ギリシャ、アイルランド、ポルトガル国債買い入れに次ぐもの。ECB は市場安定に向け

8 月 4 日、4 か月ぶりにアイルランドとポルトガルの国債を購入。 

○7 月 21 日 EU 首脳会議 

 ギリシャに対する総額 1600 億ユーロ(約 18 兆円)の追加支援決定。 

○8 月 7 日サルコジ仏大統領・メルケル独首相共同声明。8 月 16 日の両者会談は後述。 

 両国首脳は、市場の緊張が高まった、8月5日から電話等で緊密に連絡を取り合っていた。 
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 主な内容；①欧米の財政不安を発端とした金融市場の混乱を受け、ギリシャ支援を着実

に実行すること②ユーロ圏の金融安定網である欧州金融安定基金(EFSF)は機能強化が進

んでいると協調③ギリシャ問題について｢EU とユーロ圏首脳による支援を完全に実施す

る｣と再強調。 

○株空売り規制の導入 

 欧州市場でくすぶり続ける金融不安を背景に、金融株を中心に株価が急落する局面に遭

遇し、一部の国で金融株の空売り規制を導入する動きが出た。市場機能を制限するもの

だが、悪戯に市場を混乱させるような空売りを一時的に制限することを容認することに

関係者が同意した模様。韓国も同様な措置を導入した。 

  出所：日経夕(2011/8/12) 

 リーマンショック後、世界の金融当局は、国・地域そして BIS を中心に金融機関への規

制強化を始めた。最終的規制の内容は尚不透明なところもあり、また新ルールの実施に時

間差はあるが、既に一部実行に移されたものもある。その影響は一部金融機関に出ており、

収益の急減、赤字拡大、金融業務の縛りなどが起きている。リーマン・ショックの反動と

も見られる規制強化で、金融機関の本来の業務に支障が発生したり、収益性を著しく損う

リスクがあると市場で取りざたされ株価の急落を招いた。こうした背景から出た今回の措

置である。 

○関連資料 

  

 出所：日経(2011/8/5)             同左 
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G7緊急電話協議 

日欧米主要 7 カ国(G7)の財務相・中央銀行総裁は 8 月 8 日早朝、緊急電話協議を開催、米

国債の格下げ、南欧の財政不安拡大を受け、金融市場の安定に向けて資金供給などで｢協調

行動｣をとることを確認する声明を採択した。これより先欧州中央銀行(ECB)は信用不安が

増したイタリア、スペイン国債を買い取る方針を示した。 

財務相・中央銀行総裁声明の骨子 

○金融安定化と成長を支えるために必要なあらゆる手段を講じる 

○財政赤字・債務・経済成長に関する課題に対し、米欧の断固たる行動を歓迎 

○為替レートの過度な変動や無秩序な動きに関して緊急に協議し、適切に協力 

○金融市場の安定と流動性を確保する行動を取る準備がある 

出所；日経夕(2011/8/8) 

○今回の会合に当たり、米オバマ大統領、仏サルコジ大統領、独メルケル首相など欧米の

メンバー国首脳は電話で頻繁に会談を持ったと言われるが、菅首相には何処からも声が

掛からなかったようだ。今回の問題が欧米諸国に限定されていた、との認識が首脳間に

あったとすれば、大変残念なことだ。日本の存在感が益々薄れていく。為替問題、財政

問題などは日本にとっても極めて重大だ。海外では既に菅首相はライムダックとなって

おり、更に日本自体の国際協調能力に疑問符が付き出した、とも言えよう。 

○G7 声明全文 

 金融市場の新たな緊張に直面し、我々、G7 の財務相・中央銀行総裁は、緊密な協力と信

頼の精神にのっとり、金融安定化と成長を支えるために必要なあらゆる手段を講じるこ

とにコミットすることを確認した。 

 我々は、財政赤字・債務・経済成長に関する現在の課題から生じる緊張に対することに

コミットし、米国及び欧州で講じられた断固たる行動を歓迎する。米国は、中期的に大

幅な赤字削減を実施する改革を採択した。欧州では 7 月 21 日のユーロ圏首脳会議におい

て、主に欧州金融安定基金(EFSF)の柔軟化を通じて、ギリシャや資金調達の緊急に直面

しているその他の国々の状況に対処するための包括的なパッケージが決定された。我々

は現在、達成された合意の早急かつ完全な実施に焦点を当てている。我々はフランスと

ドイツの声明を歓迎する。また欧州中央銀行(ECB)理事会による声明を歓迎する。 

我々は必要な場合には流動性を確保し、金融市場の機能や金融の安定、経済成長を支え

るために、協調行動をとることにコミットしている。 

 これらの行動は、財政規律へ向けた継続的な努力とともに、長期的に財政を持続可能と

するだろう。スペインとイタリアが直面する最近の金融的な緊張は、ファンダメンタル

ズの変化によるものではない。我々は、イタリアとスペインによって発表された、財政

規律を強化し経済活動と雇用創出の回復を支えるための追加的な政策措置を歓迎する。

ユーロ圏サミットの声明に於いて明確に述べられた通り、ギリシャにおける民間セクタ

ーの関与は、ユーロ圏のほかのいかなる国にも当てはまらない独自の状況下での例外的
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な措置である。 

 我々は強固で安定的な国際金融システムが我々の共通の利益であること、および、市場

において決定される為替レートを我々が支持することを再確認した。為替レートの過度

な変動や無秩序な動きは、経済および金融の安定に対して悪影響を与える。我々は為替

市場における行動に関して緊密に協議し、適切に協力する。 

 我々は今後数週間緊密に連絡をとり、適切な協力をし、金融市場の安定と流動性を確保

するため行動をとる準備がある。出所：日経(2011/8/9)。 

○前後の状況： 

＊野田財務相は、協議終了後の記者団の質問に応えて、①円高基調にある外国為替市場に

ついて声明で言及するよう求めたことを明らかにした②4 日に実施した円売り・ドル買い

単独介入(4 兆 5000 億円程度)については｢各国に説明した｣と述べるにとどまった。 

＊協議は 1 時間半程度にわたった模様。アジア市場の始まる前に声明を出す必要があった。 

＊詳細な内容等は不明な点が多い。 

＊日銀の｢非不胎化｣対応；4 日に行われた市場介入によって放出された資金の回収を通常は

2 営業日後に吸収する即日オペを今回は 8 日午前見送った。金融緩和を狙う意味がある。 

○世界同時株安 

 
出所；日経夕(2011/8/9)                   同左 

 

出所：日経夕(2011/8/9)               同左 
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○財政・金融不安の構図 

 

出所：日経（2011/8/8）             同左                 出所：日経(2011/8/23) 

こうした中、代表的格付け会社 S/P は米国債の格付けを 8 月 5 日、史上初めてワン・ノッ

チ下げ最上格から AA＋とした。これに対し、ムーディーズ社とフィッチ社はそのまま現状

(最上格付け)維持とした。更に米国債の最大保有国である中国最大の格付け会社大公国際

資信評估は、8 月 3 日国債などを発行する主体としての米国の格付けを上から 5 番目の｢A

プラス｣から｢A｣に 1 段階引き下げたと発表した。その背景にある主な評価要因は元利金支

払い能力をテストする財政の健全性である。その状況を示したのが上記の右二つの図表だ。 

○Economist誌(2011/7/16-22)の風刺画 

 

ここに我が国を挿入するとしたら、どんな構図になるであろう？この図の様に定型外の扱

いと言うことか。 

先進国経済 

○日本 

 本年第 2四半期の GDPは、3四半期連続してマイナスとなったが、危惧されたよりも若干
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よかった。民間エコノミストの中には、下半期は、東日本大震災の復旧・復興事業が本

格化、産業・社会インフラも改善すると見て、企業活動が震災前の水準に回復、経済成

長がプラスに転じると見ている人もいる。只積年の課題である財政の健全化、デフレか

らの脱却、金融の正常化、急激な円高対策、電力不足解消、原発事故の収拾、成長戦略

など難問の解消に向けた処方箋は出来ていない。その上に政治不信・不在が混迷を深め

ている。今回のムーディーズ社による日本国債の格付け引き下げ(Aa3 中国、チリ、サウ

ジアラビア並み)はこうした点を勘案したものだ。 

○米国 

  

 出所：BloomburgBusinessweek(2011/8/8-14) 

 米国経済に往年の力が見られない。8月 26日ジャクソンホールで行われたバーナンキ FRB

議長の講演の骨子が日経(2011/8/27)に掲載されたので以下に引用する； 

 ＊米景気回復の勢いは想定より弱い 

 ＊9月の FOMCで追加の金融緩和策を検討、会合を 2日間に延長 

 ＊欧米の財政問題が消費者や企業の心理に悪影響 

 ＊米経済の好転には財政政策の改善が必要 

 消費者動向が支配的な米国経済は、上の図に見られるように消費者好感指数が引き続き

悪い。失業率は高止まりで、財政の健全化が喫緊の課題であるため、FEDが期待する財政

政策の積極導入は多くを期待できない。来年が大統領選になることも追い打ちとなって

いる。更にその根底には下のグラフ(右側)に見られるように不動産バブル崩壊の後遺症 

  

 出所：The Economist(2011/8/27-9/2) 

  が依然として深く影響している模様。左図は経済活動指数の 3カ月移動平均を見たもので、

現状は辛うじて景気後退期ぎりぎりの線上に喘いでいる。 
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○EU・ユーロ圏；国別指標は下記の図(左)を参照 

 共通課題はギリシャなど周辺国の財政健全化、金融市場・ユーロの安定化、高失業率対

策、景気対策など。経済的環境を見れば、輸出立国ドイツは、ユーロ安をバックに好調

な経済成長をこれまで享受してきた。その分ユーロ圏の経済救済では過分な責任と負担

を迫られている。このため、輸出の減速(下記図中央)もあって、国内には不満が蔓延し、

一部政治問題化している。下記の右図はユーロ圏と米国、英国を GDP の変化率で見たも

のだ。リーマン・ショック後の回復過程で差が出たが、現状は若干の差を以って米、ユ

ーロ圏、英国の順となっている。 

  

 出所：日経(2011/8/17)         同左          出所：The Economist(2011/8/27-9/2) 

○仏サルコジ大統領、ドイツメルケル首相の首脳会談 

 8月 16日パリで行われた両首脳会談後の記者会見で明らかになったこと； 

 ＊独仏は危機対応で協力することで一致(通貨ユーロの信認維持のため) 

 ＊経済問題を話し合う 17カ国の首脳級会談の創設 

 ＊2012年夏までに財政赤字の上限を法的に定める新たな規律の導入 

 ＊金融安定を目的とした新税の両国による共同提案と欧州金融安定基金(EFSF)の強化 

新興国経済 

○中国経済 

   

  出所：日経(2011/8/10)         出所：日経(2011/7/13)       出所：日経(2011/8/10) 
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改革開放以降順調な高度成長を謳歌してきた中国経済に変化の兆しが見え出した。リーマ

ン・ショック後の一時的景気後退を克服、再浮上してきたが、成長率にやや鈍化の傾向が

現れ、消費者物価の上昇(7 月は前年同月比 6.5％上昇)は止まらない。更に先進国の景気後

退を反映、輸出も下降局面を迎えた。こうした動向を示したのが上記の図表である。 

 出所：日経(2011/7/19)        出所：日経(2011/7/18)       出所：日経(2011/7/17) 

 その背景にあるのが、中国でも不動産バブル(上記中央の図)だ。このため中国人民銀行は、

昨年 8 月以降、5 度の利上げを実施ししてきた。市場では 8 月中にも再度の利上げに踏み

切るのではと言った観測も出ている。中国は今、積年にわたる高度経済成長の歪の中、経

済成長持続かインフレ抑制かの困難な選択を迫られている。 

 通貨元に関する米中の確執は続くが、今年に入ってからも中国は小幅な調整(対ドル元高)

姿勢は崩していない。現状では米国も 90 年代の日米交渉を通して日本に円の大幅切り上

げを迫った様にはいかない。ここにきてその発言はトーンダウンしている。 

  

  出所：日経夕(2011/8/17) 
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日本経済を直撃する不条理な円高 

  

 出所：日経(2011/8/20) 

○政府・日銀円売り介入 

 政府・日銀は 8 月 4 日午前、約 4 カ月半ぶりに円売りドル買い介入に踏み切った。野田

財務相は 4日の緊急記者会見で、｢一方的に偏った円高の動きが続くと、日本経済や金融

の安定に悪影響を及ぼしかねない｣と述べ、為替介入を実施した事を明言した。またこれ

は日本の単独介入であり、関係各国と緊密な連絡を保ちながら実施したと述べたが、一

部報道では各国が同意したかどうかは不明のようだ。4 日の介入額は 4 兆 5000 億円程度

の模様。 

 先にも述べたが今回の緊急 G7財務相・中央銀行総裁会議(電話)で、このあたりの事情が

どの程度関係各国に理解されたのか、今後の協調介入のための下地を築きえたのかどう

かメディアの情報だけでは分からない点が多いのが残念だ。 

 特に G7声明文後段の｢市場において決定される為替レートを我々が支持することを再確

認した｣、と言う下りが気になるところ。これに関する欧米の解釈は後述する。 このま

まの状況が続くようだと、輸出関連産業・企業への影響は深刻で、空洞化に拍車がかか

る恐れが多分にある。一部企業では為替の社内レートをこれまでより引上げ 1ドル 80円

以下にするところもでてきた。 

  

 出所：日経夕(2011/8/4) 
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○円高是正に向けた理論武装の必要性 

 多くの産業人、識者が認めるようにこのところの円高・ドル安・ユーロ安は余りにも急

速だ。同時に又我が国では政策当局も企業も円高ドル安は中長期に見て容認せざるを得

ないかの姿勢が覗えるのが残念だ。フェアーな円レートの理論値を探る試みが必要だ。 

 日本の累積債務、財政赤字はいずれも世界に類を見ない高さで、未だにプライマリー・

バランス達成のシナリオさえ描けていない。諸外国の経済成長を横目に、バブル崩壊後

の経済のファンダメンタルズは失われた 20 年で、デフレからの脱却に失敗したままだ。

直近の四半期別 GDPの伸びはこの 4-6月期を入れて連続 3四半期マイナス。また企業の

国際競争力は往年の雄姿は影が薄い。労働人口の逓減が定着し経済の潜在成長率は限り

なくゼロに近く、需給関係は 20～30兆円の需要不足。財政政策は財源不足で発動に大き

な制約が課せられている。一方日銀の金融政策は一時的救済措置としての役割だけで、

中長期の需要を喚起する企業等の有効需要を刺激するような期待は持てそうにない。非

常事態に直面して採択された超低金利・ゼロ金利、量的緩和等の金融政策は今や日常化

してしまった。デフレ下における金融政策の限界と見られる現象も起きている。 

 円高要因の一つに数えられた経常収支の黒字基調は、交易条件の悪化から今後多くを期

待できない。世界第 2位の外貨準備、世界第 1の資産国の地位もいつまでも担保されて

いる分けではいない。言い換えれば円レートが対米ドル、対ユーロで上昇する確たる 経

済的理由を見出すのが困難だ。或る意味で円は、金、スイスフランのように一種のコモ

ディティー的色彩を帯びてきた。つまり経済の実態を反映し、決済手段、価値基準の通

貨としての本来有する機能とはかけ離れ、市場の需給関係だけで上下動する商品となっ

てしまった観がある。従ってヴォラティリティーは上昇し、市場人気に従って、現在の

様な不安定な経済・金融状況下では貪欲に利益を追求する投機筋、安全性を求める投資

家の緊急避難場所になっている要素が多分にある。 

○為替レートに関する代表的アプローチ 

 ▽実効為替レート 

 
注記；ULC=Unit Labor Cost,  出所：日銀 HPから 

 上記の図は日銀が名目と実質の実効為替レートを作成したもの。物価変動を考慮に入れ
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た実質実効為替レートでは、円は決して割り高ではなく、むしろ割安だ、とする論者に

より使われる。留意点①デフレ下の経済ではミスリーディングが起き易い②モノ、サー

ビスを中心とした交易を想定するため、投機筋等による大量の資金移動が反映されない

③輸出入でレートの影響に時間差が生ずるなど。現状は名目実効為替レートがフェア

ー・レートに近いか。円高要因とされる内外金利差(実質実効金利差)もここがポイント。 

 ▽購買力平価 

  

出所：国際通貨研究所 HPから 

上の図はドル円購買力平価と実勢相場の推移をみたもの。中長期で見ると実勢相場に近

似するとみる向きが多い。只物価の選択で大きな差が生じること、交易だけを見ており、

資本移動の面が欠けている点に留意したい。 

○日経(2011/8/20)が掲げる主な円高・円安要因 

円高要因 円安要因 

○米景気減速懸念 

○米金融緩和長期化 

○米国債格下げ→日本の対米投資縮小 

○世界同時株安 

○欧州財政問題の拡大 

○海外中央銀行の外貨準備分散→円への資

金逃避拡大 

○政府・日銀の円売り介入 

○発電燃料の輸入拡大 

コメント：①内外金利差(名目・実質金利)②天災・人災のカントリーリスク等も考慮したい。 

○米国の本音は基本的にドル安容認による財政・経済運営にありそうだ。下記の図は Time

誌からの引用、ドル安・ドル高の影響を具体的な形で示している。 
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 出所：Time(2011/8/29) 

○リアル・スイスフラン・円の比較 

 中でもスイスフランと円の関連性が注目される。昨今のスイスフランの動向を見ると、

非常に円レートに類似した、いやそれ以上に不条理な急騰に曝されていることが、次の

グラフからもよくわかる。産業界からの強い要請を受け、スイス国立銀行(中銀)は 8 月 3

日緊急会議を招集、政策金利である 3カ月物金利の誘導目標を現行の 0.0～0.75％から 0.0

～0.25％に引き下げると発表した。スイスは既に政策金利の誘導目標の下限を 0％とする

事実上のゼロ金利政策を導入しており、今回は更に上限下げでその強化を狙ったもの。

同時にこれまで 300 億スイスフラン(約 3 兆円)程度だった準備預金額を約 2.7 倍の 800

億スイスフランまで増やし、この目標達成まではオペによる資金吸収を実施しない、量

的緩和を拡充する。 

  

  出所：日経(2011/8/27) 
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 出所：BloomburgBusinessweek(2011/8/15-28) 

 上記の図に示された投機筋の買いによるとみられるスイスフランの異常な急騰は、前頁

の下段の図のように、8 月 3 日取られた緊急対策の結果、フラン高の大幅修正となって表

れた。スイス中銀は並行して、異なる通貨間で金利や元本を交換する通貨スワップ市場

で、大量のユーロ買い・スイスフラン売り介入を実施しているとの観測がある。スイス

フランの需給が極端に緩和し、市場金利が低下、スイスフランの 3 カ月物の金利先渡し

契約(FRA)は 8 月 11 日に初めてマイナス 0.0275％を付けた。LIBOR も 23 日以降、スイ

スフランの 1 カ月物、2 カ月物がマイナスとなった。更にスイス政府が 23 日に実施した

6 カ月物の短期証券入札でも落札利回りが初めてマイナスとなった。この結果、金融機関

などがスイス中銀からスイスフランをマイナス金利で調達し、ドルやユーロで運用でき

る状況になった。 

 マイナス金利になることは異常なことで、何時までも政策として続けるわけにはいかな

い。あくまで緊急対策だ。筆者は 60 年代後半から 76 年まで、ドイツのフランクフルト

に駐在したが、この間スイスのマイナス金利を初めて知り、大変関心を深めたことを思

い出す。 

○累積債務残高：国の借金 943兆円(2011/6末現在)、国民 1人当り 738万円。 

 内訳；内国債 767兆 9443億円、借入金 54兆 793億円、政府短期証券 121兆 7860億円 

 家計の純資産残高：1110兆円程度(日銀合計)、数年以内に国の借金を下回る可能性も。 

○基礎的財政収支(プライマリー・バランス)の予測 

 内閣府が 8 月 12 日の閣議に提出した 2020 年代前半までの中長期の経済財政試算による

と、社会保障と税の一体改革で、消費税を 15 年度までに 5％上げた場合でも、国と地方

を合わせた基礎的財政収支の赤字は 20 年度に 17.6 兆～18.3 兆円に上る。政府の目標で

ある 20年度の黒字化には、消費税換算で更に 7％程度の増税が必要となる。 

国と地方の債務残高は 2010年度の 827兆円だった。 
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出所：日経夕(2011/8/12)          同左 

○円相場と商品市況の類似性 

 次の二つの図からも分かる様に円の対ドルレートが金、原油、小麦などの商品価格に類

似した様相を呈していることが分かる。その背景に世界の主要通貨である円が本来の役

割から逸脱し、一種のコモディティーとしての色彩を有する傾向がある様に覗える。経

済のファンダメンタルズをベースに形成されるべき円ドルレートが専ら市場の特殊な需

給関係(貿易よりも金融取引)に支配されて動くのだ。当然そこには世界のスペキュレー

ターが介在する。更に市場での価格(レート)形成、出来高等は大量のプログラム・トレ

ーディング等による市場力学をベースに取引が行われるためヴォラティリティーが異常

に膨らみ、市場は混乱するリスクが上昇する。こうした現象は、円だけでなく、前述し

たようにスイスフランにも現れた。従って識者や政党の一部に円の更なる供給を増やす

べきだとする(超金融緩和対策の導入)主張も現れる。 

  

 出所：日経(2011/8)              出所：日経(2011/8/24) 
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○海外から見た円の動向 

 次に海外メディアを通して表れる円レートに関する見方の一例を紹介したい。日本政府

は円高に躍起になって、何とか円の上昇を食い止めようとしている。確かに名目レート

で見ると円は対ドルレートで新高値を付けているが、実効レート(いずれも貿易調整済み、

3カ月移動平均)で見ると、日本の長引くデフレと海外のインフレを考慮すれば、過去 20

年間ほぼ平均値で推移しているとして、The Economist(2011/8/27)は、次のグラフ(BIS

資料をベースにした)を掲げている； 

  

但しこのグラフの読み方は前述したように問題も多く、また商慣習もあって、名目実効

レートを無視することは出来ない。 

むすびにかえて 

新生野田内閣は党三役を決めたが、本日の段階ではまだ閣僚名簿の発表はない。首相は

総裁選等で重点政策のとして①成長なくして財政再建なし、財政再建なくして成長なし

②円高対策③デフレからの脱却④福島原発事故の早期収拾⑤東日本大震災からの復旧・

復興⑥強固な日米関係をベースにしたアジア諸国との連携強化等を挙げた。 

いずれも我が国が直面する喫緊の課題ばかりだ。単に目標を唱えるだけでなく、その達

成のため目に見える成果を挙げなければならない。同時にこれまで論じてきたように今

世界経済はある種の踊り場に差し掛かっている。経済外交の重要性は誰もが認めるとこ

ろだ。9 月に入ると、9 日からの仏マルセイユで開催の G7 財務相・中央銀行総裁会議を

皮切りに 11月にかけ、G20サミットなど重要な国際会議が目白押し。 

我が国は単に国際会議に列席し、視聴、同調するだけではアジアの先進国としての役割

を果たすことにはならない。国益をベースに地域社会、国際社会の健全な発展を期すた

めの明確で、確固たるビジョンを慎重で果敢な戦略、論理・方法論に基づき主張し、説

得を試みなければならない。換言すれば国際会議での実行力のあるアクティヴな発信者

であることが切望されている。 

日本は外交面で大きく後れを取ってきただけに、これからの新内閣の活躍を期待したい。 

(了) 

 

 


