
pg. 1 

 

G7,G20 財務相・中央銀行総裁会議のレヴュー          2011 年 9 月 

                                 山 本 利 久 

二つの重要な財務相・中央銀行総裁会議が今月開催されたので、G7 と G20 に分けレヴュー

することにした。前回のレポート｢世界経済、国際金融市場の動揺｣(2011/8/31)と併せ参考

にして頂ければ幸いである。 

＜G7財務相・中央銀行総裁会議＞ 

はじめに 

G7 財務相・中央銀行総裁会議が 9 月 9 日フランスのマルセイユで開幕した。日米欧は、世

界経済の下振れリスク懸念を共有したものの、金融政策、財政政策に関しては相変わらず

各国・地域の現状認識、対応策に関して統合化は困難となり、独自に対応する方向がより

鮮明となった。中でもユーロ圏内の意見対立が先鋭化、予断を許さない事態になってきた。 

我が国とっては行き過ぎた円高、財政健全化、景気対策が、原発事故収束を含む東日本大

震災の復旧・復興と併せ当面の最重要課題だ。 

今回初めて参加した安住財務相と白川日銀総裁が何処まで、日本の立場を主張し、理解を

求め、説得できたのかを見極めるには今後の経緯を見守る必要があろう。 

執筆に当たり、客観性を持たせる意味も含めて内外メディアの情報・データ等を活用した。 

 

出所：faz.net(2011/9/09) 

G7合意のポイント 

○世界的な成長減速の兆候、金融市場の緊張の高まりに国際協調して対応 

○米国は雇用・経済対策、ユーロ圏は欧州金融安定基金の強化、日本は震災復興のための

財政措置をそれぞれ実施 

○成長に配慮した中期財政健全化計画の策定、実行 

強固な銀行システムと金融市場に向け、必要な全ての行動をとる 

○中央銀行は必要な場合に銀行システムに流動性を供給する準備がある 

○市場で決定される為替レートを支持。為替の過度な変動や無秩序な動きに関して緊密に
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協議し、適切に協力 

出所：日経夕(2011/9/10) 

G7 会議合意の全文 

我々は、過去に蓄積した不均衡に起因する、成長、財政赤字、政府債務に関する重大な課

題とともに、世界経済の回復に関する新たな課題の時期に会合した。この課題は、金融市

場における緊張の高まりに反映されている。現在、世界的な成長の減速の明らかな徴候が

みられる。我々は、これらの課題に対する力強く協調のとれた国際的対応にコミットして

いる。 

我々は、金融の安定性を維持し、信認を回復し、成長を支えるため、強固な行動を取りつ

つある。米国ではオバマ大統領が、中期的な財政の持続可能性を回復するために計画され

た財政改革と併せた、公共投資、税制上のインセンティブ、及び焦点を絞った雇用対策を

通じた、成長と雇用を強化するための相当な規模のパッケージを打ち出した。ユーロ圏は、

各国のソブリン債務、及び持続可能な財政状況と構造改革に関する全てのコミットメント

を完全に履行することへの確固たる決意を再確認しつつ、金融の緊張に対処するために 7

月 21 日に行われた決定、中でも欧州金融安定基金(EFSF)の柔軟化を実行しつつある。日本

は中期的な財政健全化のコミットメントを維持しつつ、震災復興のための本格的な財政措

置を実施している。 

回復のベースと将来に対する不安は、強固で持続可能かつ均衡ある成長を支える、世界規

模での協調のとれた努力の必要性を強調している。我々は皆、信頼に足る財政枠組みに基

づく野心的で成長に配慮した中期財政健全化計画を策定、実行しなければならない。財政

政策は微妙なバランスを取る必要がある。 

いまだ脆弱な回復の性質を踏まえれば、我々は、国により異なる状況を考慮して、経済活

動を支援しつつ、財政の健全化を達成するという、困難な道を歩まなければならない。 

金融政策は、物価の安定を維持し、引き続き経済回復を支える。中央銀行は、必要な場合

に銀行システムに流動性を供給する準備がある。我々は、銀行システムと金融市場の強固

さを確保するため、必要な全ての行動を取る。この文脈において、我々は、バーゼルⅢを

完全に実施するとのコミットメントを再確認する。 

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、及び、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。為替レートの過度の変

動や無秩序な動きは、経済及び金融の安定に対し悪影響を与える。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、需要をリバランスしグローバルな成長を強化するために、今後数週間において、

20 カ国・地域(G20)各国及び IMF とともに働くことを期待している。以前に合意したよう

に、この点において構造改革が重要な貢献を果たす。 

出所：日経夕(2011/9/10) 
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○各国・地域の比較 

  

 出所：日経(2011/9/10) 

 コメント： 

  ＊財政再建問題；上記の表では、いずれも｢実施する｣とあるが、3 者間には大きな差が出

ている。実施に最も熱心で、実行を意図しているのがユーロ圏。次いで米国。日本は残

念ながら実施への緊迫感が全く感じられない。 

  ＊金融政策；｢緩和姿勢を維持｣とあるが、最も強硬なのが米国、次いでユーロ圏。日本

は中途半端。これが円高を支える要因の一つと見る向きも多い。 

  ＊為替介入；米国・ユーロ圏と日本は立場が全く異なる。前者には、現在のところ為替

問題は全く存在せず、現状肯定・維持が最善の方策だ。懸念は通貨ユーロ自体の存続問

題。これは為替問題と言うより、深刻な通貨制度に関する課題となる。これに対し円レ

ートは日本経済にとり死活問題。歴史的に見れば、英国も米国も基軸通貨の地位を失う

で過程で過剰流動性を惹起しながら、通貨安を誘い、経済運営を行ってきた。我が国も

円に関する中長期のヴィジョンを明確にしておくことが肝要であろう。 

  ＊景気対策；米国では、来年の大統領選を前に景気対策、特に雇用が益々重要となって

いる。オバマ大統領はこのため、9 月 8 日議会の上下両院合同会議で演説し、景気・雇用

対策を発表した。対策の総額は 4470 億ドル(約 35 兆円)に上る。 

   

  出所：日経夕(2011/9/9)       出所：同左 

  FRB の政策： 
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出所：日経(2011/8/11) 

参考資料 

 

出所：日経(2011/9/10) 

 

出所：日経(2011/8/31) 

日本経済 

○円高対応策 

 先の｢世界経済、金融市場の動揺｣では、円為替のフェアー価格に関するアプローチの幾

つかを紹介した。これまでにも多くの円高対策が、為替市場への介入を含めて官民挙げ

て検討され実行されてきたが、その前提として円為替のあるべきレートゾーンとその理

論的根拠を理解しておくことが先ず必要だと考えたからである。 
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 ここでは 8月 24日当時の野田財務相が明らかにした緊急対応策を取り上げた。 

 ＊｢円高対応緊急パッケージ｣の概要＜日経夕(2011/8/24)から＞ 

  ▽円高対応緊急資金制度の創設 

   ○国の外国為替資金特別会計から国際協力銀行に最大 1000 億ドル融通 

   ○日本企業による M&A や資源エネルギーの権益確保などに活用 

   ○1 年間の時限措置 

   ○民間円資金の外貨への転換で相場の安定を図る 

  ▽外国為替の持ち高報告 

    ○主要金融機関に対し、為替トレーダーの保有する外為の持ち高について報告を求 

     める 

   ○外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく初のケース 

   ○当面 9 月末まで実施 

   ○為替市場への監視を強化する狙い 

  具体例 

    

   出所：日経(2011/8/24) 

米国経済；成長と雇用から見た戦後の景気後退 出所：Bloomburgbusinessweek(2011/8/29-9/3) 

 

ユーロ圏経済 
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出所：日経(2011/9/10)                   出所：日経(2011/9/8) 

ギリシャの財政危機を引き金にユーロ圏は今、最大且つ根源的課題に直面している。大勢

的にみるとこれ以上のギリシャ支援は続行が極めて困難なように見える。上の図表に見る

如く既に水面下で様々な駆け引き・外交が進んでいる模様。ドイツ・オランダ・オースト

リアなどはユーロ圏離脱を模索中。その一方強力な体制支援を継続するとなると欧州条約

を含めて法制上、制度上の抜本改革が求められそうだ。現在のユーロ圏には確たる法律上

の根拠に基づく執行機関、制度が完備されていない。 

その間にも通貨ユーロは投機筋の対象に曝されている。更にギリシャを初め、アイルラン

ド、ポルトガル、スペイン、イタリア等に対する膨大な債権を抱える欧州の主力銀行は評

価損が急増し、株価が急落し、市場で信用不安が漂い始めている。 

こうした事情から G7 は、今やユーロ圏の金融問題が喫緊の課題となってしまった。米国も

事態を黙認できず、今後は更に米欧の連携強化を双方が求めることになろう。 

ドイツの事情 

リーマンショックから逸早く回復、順調な発展を遂げてきたドイツだが、このところメル

ケル首相のリーダーシップに陰りが見え始めた観がある。その最大の経済要因がギリシャ

問題、通貨ユーロ問題だ。このままだと政権維持にも問題が生じる恐れがある。 

○ドイツ連邦憲法裁判所；裁判所は 9 月 7 日、ユーロに参加する他国への金融支援につい

て｢今後は 1件ごとに連邦議会(Bundestag)の委員会の承認を得る必要がある｣との見解を

示した。只既に決定済みのギリシャ支援などは違憲ではないと結論した。この中で、ユ

ーロ圏首脳が合意した EFSF(欧州金融安定基金)の機能強化、7 月の第 2 次ギリシャ支援

は適法とした。従って今すぐに問題となることはないが、この決定は今後のギリシャ等

への金融支援折衝に直接・間接影響を及ぼすことになろう。背景は国民の血税が浪費さ

れることへの不満の蔓延であろう。更に裁判所の判断が政治・選挙を意識したユーロ離

脱の動きに拍車を掛けることも容易に想像される。 
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○シュタルク(Juergen Stark)ECB 理事の辞任；欧州中央銀行(ECB)は 9 月 9 日、ドイツの

シュタルク専務理事(6 人の一人で主任エコノミスト)の辞任を発表した。理由は個人的な

こと、となっているが市場安定化のための ECB の EU 国債購入を巡る政策に異論を唱え

たとされる。 

その他 

○ユーロ共同債構想：日経(2011/9/3)から 

 ユーロ圏財務相会合の主要メンバーであるベルギーのレインデルス財務相は日経とのイ

ンタービューで次の様に語った。 

① EU の金融安定網である EFSF の規模拡大が必要。7 月のユーロ圏首脳会議で既にユ

ーロ圏の国債購入を可能にする機能拡充策に合意している。 

② ユーロ圏全体で発行する｢ユーロ共同債｣についても｢議論に着手すべきだ｣と言明。将 

来の｢EU 財務省｣創設や｢EU 財務相｣のポスト新設にも言及した。 

○ギリシャの赤字削減目標： 

 ギリシャ政府は 9 月 2 日、今年の財政赤字の削減目標が達成困難になったと発表した。 

 仏 AFP 通信によると、ベニゼロス財務相は 2011 年の財政赤字を GDP 比 7.5％まで圧縮

する目標を達成できない見通しだと語った。ギリシャは EU や IMF から分割融資を受け

ている。目標が達成できなければ今後の融資に支障が生ずる恐れがある。 

(了) 
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＜G20 財務相・中央銀行総裁会議＞                2011年 9月 

                                 山 本 利 久 

メディアの事前予測 

9 月 22・23 の両日ワシントンで開催される G20 財務相・中央銀行総裁会議で予想される主

な論点：日経(2011/9/20)から 

 ＜世界経済＞ 

○先行きに高い下方リスク 

○中東・北アフリカ情勢も依然不透明 

 ＜欧州情勢＞ 

○ギリシャ破綻回避への協調 

○ギリシャ危機へのイタリア、スペインなどへの波及を防止 

○ECB など日米欧の中銀が資金供給を継続 

 ＜金融市場＞ 

○仏独が金融取引課税の導入を提案 

○商品市場の規制強化 

 ＜そのほか＞ 

○不均衡是正策を継続協議 

『G20 財務相・中央銀行総裁会議』は、9 月 22 日ワシントンで開催され、当初予定されて

いなかった共同声明を発表、閉幕した。 

G20 共同声明の骨子(出所：日経 2011/9/24) 

○銀行システムと金融市場の安定を保つめに必要な全ての行動をとる 

○ユーロ圏は 10 月の次回会合までに欧州金融安定基金(EFSF)の柔軟性を高める 

○財政健全化と成長の確保を確認。11 月の首脳会議までに行動計画を策定 

○為替相場の過度の変動や無秩序な動きは、経済や金融安定に悪影響を与えることを再確   

認 

○銀行による充分な資本や資金の調達を確保。中央銀行は必要な場合に銀行に流動性を供

給する 

G20共同声明の要旨(出所：日経 2011/9/24) 

【世界経済の課題】 

ソブリン(政府債務)問題、金融システムの脆弱性、市場の混乱、弱い経済成長、高い失業率

により高まっている下方リスクに対処するため、力強く協調のとれた国際的対応を確認す

る。 

【ユーロ圏】 

ユーロ圏は財政の持続可能性を確保するための主要な手段をとってきている。ユーロ圏は

次回のG20会合(10月)までに欧州金融安定基金(EFSF)の柔軟性を増す行動を取っているだ

ろう。 
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【日米】 

米国は財政改革とあわせ、成長と雇用を強化するための相当な規模の対策を打ち出した。

日本は中期的な財政健全化を維持しつつ、東日本大震災の復興のための本格的な財政措置

を実施しつつある。 

【新興国】 

新興国は安全性と持続的な成長を維持するために、マクロ経済政策を状況に応じて調整し

ている。新興国経済が為替レートの一層の柔軟性を高め、さらに内需主導の成長に向かう

ことで、世界経済の成長に対する貢献は増すだろう。 

【為替】 

為替レートの過度な変動や無秩序な動きは、経済や金融の安定に対して悪影響を与えるこ

とを再確認する。 

【行動計画】 

信頼できる財政健全化計画を実施す、強固で持続可能な均衡ある成長を確保する。(11 月に

開かれる)G20 首脳会議に向けて協調的な政策についての行動計画を策定する。 

【金融システム】 

銀行システムと金融市場の安定を保つために必要なすべての行動をとる。銀行が充分な資

本や資金を調達することを確保する。 

中央銀行は引き続き、必要な場合に銀行に流動性を供給する準備がある。 

以上 

先進国経済 

日本 

○中間的円高対策：政府は 9 月 20 にも対策を発表する予定。対策の大半を第 3 次補正予算

に盛り込む。その柱になるのが①円高の痛みの緩和策②メリットの活用策。①の内容：

中小企業の資金繰り対策が中心。今月末に期限を迎える企業の借り入れを政府が全額保

証する制度を延長する、政府系金融の低利融資を拡充する、企業の海外移転など産業空

洞化対策も強化、企業の国内立地向けの補助金を拡充(野田首相は 19 日 3000 億円規模の

補助金を明らかにした)。更に国内雇用拡大のために各都道府県に置いた基金も、積み増

す方向で検討する。 

○ギリシャなど重債務国向け邦銀融資 

 日経(2011/9/14)によると、三菱 UFJ、三井住友、みずほの 3 メガバンクがギリシャなど

欧州の重債務 5 カ国(ギリシャ、イタリア、アイルランド、スペイン、ポルトガル)に対す

る 2011 年 6 月末の融資残高合計は 258 億 6000 万ドル(約 1 兆 9900 億円)だった。 

 内訳；但し三菱は大半が非日系の事業法人 

 国債保有額；①三菱、イタリア国債約 34 億ドル(約 2600 億円)、スペイン国債約 11 億ド

ル(約 850 億円)、②みずほ、ゼロ、③三井住友、約 300 万ドル(約 2 億 3000 万円) 

○海外投資家による日本株売りが加速：日経調べ(2011/9/19)財務省統計から 
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 ＊7 月 24 日から 9 月 10 日(7 週連続)：売り越し額計 2 兆 1927 億円 

 ＊08/11/30 から 09/3/28(連続 17 週間)：売り越し額計 4 兆 8127 億円、過去最長 

○最近の株式市場動向(出所：日経 2011/9/15) 

 

米国 

○財政赤字追加削減策の発表 

 オバマ大統領は 9 月 19 日、向こう 10 年間で総額 3 億ドル(約 230 兆円)の追加削減策を

発表した。これは当初提案の倍で、うち 1.5 兆ドルを富裕層などへの増税で賄う。先に与

野党間で合意した額を合わせると 4 兆ドル超となる。ただ削減案に関する野党共和党の

合意を得られるか今後の駆け引きが注目される。 

ユーロ圏・EU 

○ECB トリシェ総裁の発言など：9 月 12 日 BIS(国際決済銀行)での発言(日経 2011/9/13 か

らの要約) 

 日米欧など主要国中央銀行総裁会議が、世界経済の情勢分析を目的にバーゼルで開催さ

れた。 

 ＊経営不安を抱えるユーロ圏の銀行に固定レートで資金供給を無制限に実施する旨表明 

  ＊ギリシャなど財政に問題を抱えた国々の規律回復が急務である。全ての政策当局者は

決定を完全に実行すべきだ。 

  ＊世界経済は｢減速が見られ、下向きのリスクあがる｣。ただ、トリシェ総裁は｢景気後退

には全く至っていないと主張、更に｢インフレの危険にも曝されないよう物価の安定に努

める｣と語った。 

＊欧米が日本化(長期の経済低迷とデフレに悩む)する恐れに関しては、｢主要国の物価上

昇が全体でゼロ近辺の水準に下がる事態は想定していない｣と述べた。 

○今後の重要日程並びに過去のデフォルト 
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  出所：日経(2011/9/19)  

○欧州金融安定基金(EFSF) 

 ＊設立：2010 年 6 月 10 日、ルクセンブルグ法に基づき、同年 5 月 7 日現在のユーロ圏

16カ国(2011年 1月 1日エストニアが加盟現在は 17カ国)の同意を得て設立された会社。 

 ＊目的：困難な状態にあるユーロ圏加盟国への暫定的金融支援による欧州通貨同盟の保

全。 

 ＊資金調達：この目的達成のため、EFSF はドイツ債務管理局(DMO)の支援を得て、財

政困難な国に対する融資に必要な資金を調達するため、市場で債券或いはその他の債務

証券を発行できる。 

 ＊保証：これら債券は最高 4400 億ユーロまで、加盟国により比例配分して保証される。

この比率は欧州中央銀行に対する払込資本金比率に応じて定められた。それが下記の図。 

   

  図の出所：wikipedia(2011/10/18)  

 ＊機能等拡充計画：現在関係国は更なる欧州危機に対応すべくその機能等拡充計画案を
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加盟各国に求めている。その内容は問題国の国債購入や域内銀行への資本注入を可能に

するもの。その為には加盟 17 カ国すべての承認が必要となる。 

 ＊メディアの報じる将来の改革案： 

  ①EFSF を銀行に変え、ECB から資金を借り入れる 

   ②EFSF がイタリアやスペインなどの国債を購入する投資家の将来の一部損失に備え 

    て保証を付ける。 

① についてはリスボン条約は、ECB が加盟国の債務を直接引き受けることを禁じて

いるため、条約違反になる恐れがある。 

現在 EFSF が金融市場で国債を購入できるようにする機能拡充案について、各国の議会

が審議中。 

尚機能拡充にはドイツの他オランダ、オーストリア、フィンランドも反対。これらの国

の中には、ユーロ圏から離脱、独自の通貨圏を構築する案もメディアが折に触れ報じて

いる。 

＊EFSF は欧州域内の金融安定を保護するための広範囲な安全網の一つである。その財源

は欧州金融安定機構(EFSM)からの 600 億ユーロ(欧州委員会により調達され、EU 予算で

保証された)と 7500 億ユーロに上る金融安全網のための IMF からの 2500 億ユーロの融

資に連結されている。 

＊銀行救済機能：EFSF は金融困難な国々への融資を行う。しかし加盟国との間で、金融

セクターの安定化のために融資を受けることで合意を取り付けることが出来る。その例

がアイルランドに対するプログラムである。総額 850 億ユーロに上るアイルランドへの

プログラムの内 350 億ユーロが金融セクターに振り向けられた。 

＊6 月 24 日 EU 首脳会議の決定：EFSF は将来厳格な条件付きプログラムの範囲で例外

的に起債市場に介入出来ることを決めた。 

＊7 月 21 日の決定：更に流通市場への介入も、以下の条件付きで認める決定を行った；

例外的な金融市場情勢並びに金融安定へのリスクを認識し、ECB の分析並びに EFSF 加

盟国相互の合意の下で。 

以上の行動は EFSF 枠組み合意の改正を待って初めて行われることになる。 

IMF: 

  

  出所：日経(2011/9/28) 
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ドイツ 

○ 

  

 出所：日経(2011/9/14)              同左 

○EFSF 規模拡充：現行の 4400 億ユーロの 2 兆ユーロへの拡充が一部で報ぜられたことに

ついて、ドイツのショイブレ財務相は｢拡大する計画はない｣と断言(ロイター、日経

2011/9/27)。 

○ドイツがギリシャ支援を含めて更なる支援を躊躇する背景には、ギリシャのユーロ加盟

時にその適格性が指摘されていた問題がある。一方他の加盟国からはドイツ経済が突出

して好調であり、その裏にはユーロ安の進行があるのだから、支援は当然とする声が強

い。またドイツのメディアには第 2 次大戦後の戦時賠償でギリシャはドイツに対する請

求金額を半減したことを思い出すべきとする記事も出た。 

新興国経済 

○新興 5 カ国共同声明の要旨他；日経記事(2011/9/24)からの要約 

 9 月 22 日ワシントンで開催された Brics＋南アの 5 カ国財務相・中央銀行総裁会議は＊

声明を発表した。その要旨は： 

 ＊欧州危機に対しては IMF などを通じて支援を検討する余地がある 

 ＊新興国が協調して欧州の国債を買い支える案には様子見とした 

 ＊談話①インドのムカジー財務相：ギリシャの救済について国際的な合意を形成すべし

②ブラジルのマンテガ財務相：欧州各国は解決策を見出すのに長い時間が掛かっている、

と述べた。 

 ＊中国に慎重論：これまでギリシャ、ポルトガル、スペインの国債買い増しを表明して

きたが(夏季ダボス会議＜9/14＞での温家宝首相発言など)、債務危機に陥った国の国債を

安易に購入すれば外貨準備に巨額の損失が生ずる恐れがあることから、中国政府は慎重

な姿勢に変わってきた模様。 

 

 

 

参考資料 
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アジア開発銀の予測↓ 

 

出所：日経(2011/8/3)        出所：日経(2011/8/30)       出所：日経(2011/8/13) 

 

出所：日経(2011/9/1)          出所：同左              出所：日経(2011/10/12) 

(了) 

 

 


