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11月 3＆4日 G20首脳会議(カンヌ)             2011 年 11月 10 日 

                                山 本 利 久 

はじめに 

10 月 27 日未明、EU・ユーロ圏首脳会議が、2 度にわたる会期延長を行い、やっとの思い

で欧州金融危機包括策の合意に漕ぎ付けた直後の 31日、大規模な救済を受けるギリシャの 

パパンドレウ首相は、金融支援の条件として EU などから求められている財政赤字削減策

を受け入れるかどうかについて来年初めにも国民投票を実施する考えを表明、関係者のみ

ならず世界を驚かせ、失望させた。このため、カンヌ首脳会議の始まる 3 日早朝、メルケ

ル独首相、サルコジ仏大統領は急遽パパンドレウ首相と会談、事態の改善を計ったが、報

道によると、同首相の国民投票を実施する考えは変わらず、実施日が来年 1月から 12 月 4

日ないし 5日に前倒しとなった模様。首脳会議は出鼻を挫かれた格好となってしまった。 

その後、ギリシャは国民投票実施を見送り、与野党連立内閣出現に向けパパンドレウ首相

退陣を前提に、異常事態の中、動き出した。EU・ユーロ圏の今後の対応と共にその行動は

今後の事態の行方を占ううえでも見逃せない。 

G20 カンヌ・サミットの主要議題(日経が掲載した事前の観測) 

１

日

目 

○欧州債務危機への対応や不均衡是正などの世界経済のリスク軽減策 

○成長と雇用戦略 

○IMFなど国際通貨システムの改革 

○保護主義の抑制や世界貿易機構(WTO)交渉の維持 

２

日

目 

○金融機関に対する規制・監督強化のあり方 

○農業・エネルギーなど 1次産品の価格高騰への対応 

○気候変動問題 

出所：日経(2011/11/2) 

G20首脳宣言の骨子 

○欧州債務危機の影響で、新興国市場にも成長鈍化の明確な徴候があると認識 

○経済成長の再活性化、雇用創出、金融安定の確保などを決意 

○通貨の切り下げ競争を避けるため、市場で決定される為替システムに速やかに移行する 

○IMFの資金基盤拡充策を次回の財務相会合に向け検討する 

○欧州債務危機に対する包括戦略を歓迎。早期の具体化と実施を促す 

出所：日経(2011/11/5) 

G20首脳宣言の要旨 

前回の会合以降、世界の景気回復は特に先進国に於いて弱まり、失業率は依然容認できな

い水準にある。主として欧州のソブリンリスク(政府債務の信認危機)のため、金融市場の

緊張が増大した。新興市場にも成長鈍化の明確な徴候がある。 

1次産品価格の変動が、成長を危険に曝してきた。世界的な不均衡が依然として存在する。 

我々は協働に向けたコミットメントを再確認する。経済成長を再活性化し、雇用を創出し、
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金融の安定を確保し、社会的包摂を維持し、グローバル化が国民のニーズに資するように

することを決意した。 

【成長と雇用のための世界戦略】 

我々は短期的な脆弱性に対処し、成長のための中期的な基盤を強化するため、成長と雇用

のための行動計画で合意した。 

先進国は成長を支持する政策を採用すること、及び財政健全化を達成するための明確で信

頼に足る、具体的な方策を実施することにコミットした。我々は 2011年 10月 26日の欧州

首脳会議による、ギリシャ債務の持続可能性の回復、欧州の銀行の強化、波及を避けるた

めのファイアオウールの構築などの決定を歓迎し、速やかな実施を求める。 

我々は欧州サミットでイタリアが提出した詳細な評価並びにモニタリングを支持する。

我々は IMFに 4半期ベースで政策実施の公的実証を求めるとのイタリアの決定を歓迎する。 

大きな経常収支黒字を持つ諸国は為替レートの柔軟性拡大と共に国内需要を増加させる改

革にコミットする。 

金融政策は、中期的な物価の安定を維持し、引き続き経済の回復を支持する。 

我々はグローバル化の社会的側面を強化することを決意する。優先事項として若年層の雇

用に取り組む G20の作業部会を設置する。 

【国際通貨システム】 

我々は SDR(特別引き出し権)構成通貨の構成が、世界的な取引及び金融システムにおける通

貨の役割を引き続き反映すべきであることに合意した。SDR 構成通貨の構成は 15 年、若し

くはそれより早く見直されるべきである。 

我々は根底にある経済的条件を反映し、為替レートの永続的な不調性を避け、通貨の強制

的な切下げを控えるため、より市場で決定される為替レートシステムに迅速に移行し、為

替レートの柔軟性を向上させることへのコミットメントを確認する。 

我々はユーロ圏の包括的な計画を歓迎し、各国の改革を含め、早期の具体化と実施を促す。 

我々は IMF に適時の方法で追加資金が動員され得ることを確保する用意があり、次回の財

務相会合までに様々な選択肢を並べる作業を実施することを財務相に求める。 

【金融部門の改革】 

どんな金融機関も｢大き過ぎてつぶせない｣とは見なされないよう、また納税者が破綻処理

のコスト負担から保護されるよう、包括的な措置に合意した。金融安定理事会(FSB)は国際

的な金融システム上重要な金融機関の最初のリストを本日公表する。これらの金融機関は

強化された監視や、国際的な新しい破綻処理の枠組みの基準に従う。 

16年からは追加的な資本要件にも従う。 

シャドウーバンキング(影の銀行)に対する規制・監視を発展することを決定。また、証券

監督者国際機構(IOSCO)にクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場の機能の評価を実

施するよう求めた。金融セクターが金融危機前の行動に戻ることを許さず、市場や報酬の

慣行に関する我々の約束の実施を厳しく監視する。 
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【商品価格への対応】 

金融規制の課題の一環として、商品デリバティブ市場の規制と監視の質の向上に関する

IOSCOの提言を承認する。市場規制当局には、市場での乱用行為を抑止するための効果的な

介入権限が与えられるべきである言う点で合意した。特に適当な場合には事前の持ち高制

限の設定権限を含む、持ち高管理に関する権限を有し、行使すべきだ。 

【保護主義の回避】 

世界経済にとって極めて重要なこの時期に、保護主義を防止し内向きにならない方途とし

て多角的貿易体制の価値を強調することは重要である。いかなる新たな保護主義的措置も

是正することにコミットし、世界貿易機関(WTO)・経済協力開発機構(OECD)および国連貿易

開発会議(UNCTAD)に対し、状況を監視し続けるとともに半年ごとに報告を行うことを求め

る。紛争解決メカニズムの機能強化のために、WTOの強化を支持する。 

【グローバル・ガバナンスの改革】 

G20が非公式なグループであり続けるべきであることに合意する。トロイカを公式化するこ

とを決定する。12月 1日にメキシコは G20の議長国を開始する。 

出所：日経(2011/11/5) 

成長と雇用のためのカンヌ行動計画 

首脳宣言で改めて｢成長と雇用のための世界戦略｣の

重要性が強調された。左の表は、この内の重要テーマ

となる主な国々の財政再建目標を纏めたもの。今回の

首脳会議に合わせ、野田政権はかねて報道されていた

ように日本が 2010年代半ばまでに段階的に消費税率

を 10％まで引き上げると公約した。 

出所：日経(2011/11/5) 

 

金融部門の改革 

声明は｢金融部門の改革｣を重視、金融機関の健全性維持、その監視の強化、破綻の際の迅

速な対応に向けた枠組み、その際の不適切な納税者負担を避けるための方策など広範囲な

合意に達したことを明記した。 

銀行は大き過ぎるから

潰さない(納税者の不当

な負担を以って)と言う

のではなく、倒産のリス

クもあり得ることを示

唆した。そして国際的に

活躍するこれらの銀行       

出所：日経(2011/11/2)                      28社を公表した(左図)。 
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コメント等：順不同 

＊首脳会議の直前になって、ギリシャ問題が急浮上、会議は本格的討議の出鼻を挫かれて

しまった。そのため欧州危機への対応を巡り舞台裏での折衝や情報収集・交換に多くの

時間が割かれてしまった観がある。その結果ユーロ圏・EUへの事態打開策に向けた圧力

が高まった。国際協調・協働は従って、そこへの IMF、日米などの先進国、それに潤沢な

資金を持つ新興国が如何に効率よく参画しうるかの構図を描くことになった。 

＊BRICS(ブラジル・ロシア・インド・中国・南ア)の対応もまちまち。金融支援を求められ

た中国も明確な態度を示さなかった。これらの国々は今後 EFSFやその新資金調達構想に

沿って協力姿勢を示すのか或いは IMFの出資比率などの拡大を意図した協力を行うのか、

欧州危機が依然として極めて流動的なことからその方針は不透明。 

＊金融取引税の導入。欧州の金融システムに根源的課題があるため、欧州側の立場が弱く、

今回の声明では、先のユーロ圏・EU首脳会議で合意に達しながら、ここでは見送られる

ことになってしまった。 

＊様々な難題を抱える世界は、結局 G20と言う枠組みの中でグローバルな政策を討議し、

合意を形成しながらそれらを実施していくことの困難さを如実に示した今回の首脳会議

であった。今後はそれぞれの国・地域が直面する課題を先ず、自分たちで対応しながら、

可能な限り域外諸国・地域・国際機関等の協力を得ながら問題解決を計らざるをえなく

なるであろう。 

＊IMFの追加資金動員の確保に向け、次回の財務相会合までに様々な選択肢を並べる作業を

実施することを今回 G20 は財務相に求めた。ここでどんな調整が先進国と新興国間で出

来るのか注目したい。 

＊今回の会合はユーロ圏の包括的な計画を歓迎し、各国の改革を含め、早期の具体化と実

施を促すとしたことで、欧州危機に G20が協力する姿勢を打ち出すに止まった。 

＊様々な国で問題となっているシャドウー・バンキングや各種商品デリェバテェブ市場等

に対する規制の強化、監視の質的向上が盛り込まれたが、何処まで具体化できるのか見

守る必要があろう。特に IOSCOの役割に期待を寄せているが、成果は今後も見たい。 

＊クレディト・デフォルト・スワップの市場機能評価を証券監督者国際機構(IOSCO)に求め

たことで、今後この市場が信用リスクの評価とその移転で更に信頼度を向上できること

になるのか注目される。この背景には、EU の中でも欧州大陸(特にドイツ)と英国の間に

意見対立がある。特に国債の空(Naked)CDS取引を永久的に禁止することが EU全域で導入

されることが決まった。ただこれには適用除外条項があるようで、細目が定かでない。 

＊WTOについても言及があるが、FTA、EPA、TPPなどとの絡みで、グローバル化と向き合う

中で、世界の潮流を見極め日本の進むべき正しい道を選択する必要があろう。 

＊グローバル化の負の面に対する社会的配慮を、カンヌのデモは強く求めている。 

＊声明の最後で｢G20が非公式なグループであり続けるべきであることに合意した｣とあえ

て明記した背景には、この様に縛りの効かない会議の実態もあるようだ。 
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金融市場 

 

出所：日経夕(2011/11/2)          出所：日経(2011/11/2) 

左上の図表は 10 月下旬から 11 月上旬にかけての株価の変動推移を見たもの。国際会議の

不透明な動向を反映、株価が先行き懸念から実体経済と乖離し、異常に高いボラティリテ

ィーを示している。右の 2図表は主な国の株価下落と対円為替レートの下落率を見たもの。 

金融機関 

国債の CDS保証率は当該証券の信用度を表し、日々の取

引で変動する。多くの金融機関が参加するこの取引は本

来は自己のポジションリスクを軽減したり、なくすため

のヘッジ(一種の保険)だが、実際には空取引も介在し、

市場の極端(不適切)なボラティリティーを生み出す原

因にもなっている。その裏にはさらに債券等の空売買も

介在する。そのため、両方に仮需を生み、実態からかい

離した価格が形成される危惧もある。更に昨今の様に欧 

出所：日経(2011/10/26)         州の国々の国債価格が急落すると、それを更に加速す 

る恐れも生ずる。日本の国債の市場信用度を計る上でもこの保証率の変化は見逃せない。 

 

この図表は 8月下旬から 10月にかけての主な株式市場の動

向を示したもの。欧州の金融危機が顕在化、その対応にユー

ロ圏・EU、IMF、G7、G20 などが奔走した時期だ。日本は直

接関係がないようにも見えるが、個々の企業、金融機関には

それなりの影響も出ている。 

出所：日経(2011/10/26) 

＜日本＞ 

○円売り介入 

 報道によると、政府・日銀は 10 月 31 日、東京市場で凡そ 3 カ月ぶりに円売り・ドル買

い介入を実施、その後の米国市場でも円売り介入を継続した模様。 
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市場関係者によれば、同日の介入は 7

兆～8兆円規模で、8月 4日の単独介

入時の約 4兆 5000億円を上回り、過

去最大規模になったと見られる(日経

2011/11/01)。 

  

 

  出所：日経(2011/11/2)    出所：日経(2011/11/1) 

○円レートの推移 

  

 出所：日経夕(2011/10/31)        出所：日経(2011/11/2) 

○消費税、円高対策 

 野田首相は、各国の政策対応を盛り込む行動計画(アクションプラン)の中で 2010 年代半

ばまでに消費税率を 10％に段階的に引き上げる方針を表明する予定。また円高の進行が

経済に悪影響を与えるとして、急激な為替相場の変動への懸念にも触れる見込み。 

 消費税に関しては前述のように行動計画に盛り込み公約とした。 

一方円高対応策の一環として先日行った為替市場への

単独介入に関してはどの程度説明と理解・説得が出来た

のか明らかになっていない。報道(日経夕 2011/11/2)に

よると世銀のゼーリック総裁は、G7では介入は変動相

場制の中で協調で実施されてきた。もしそうでないとし

たら残念なことだ、と述べたと言われる。 

 なお日銀は 11 月 2 日、即日オペ(公開市場操作)の通

知を見送り、政府・日銀が 10 月 31 日実施した、7 兆

5000 億円規模の円売り介入によって市場に放出された

資金を吸収しなかった。これにより事実上の金融緩和効

出所：日経(2011/10/29)       果を狙う。 
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○財政の健全化 

半ば制御不能に陥った日本の公的債務。抜本的対策が急が

れながらその行程表すら定まらず、先送りされている。こ

の表はその大半を占める国の債務残高を示したものだが、

地方公共体の債務は約 200兆円に達するものと見られてい

る。その為既に耐用年数を迎えているインフラは全国に広

がり危険な状態だ。また将来に向けた成長戦略上重要な投

資予算は毎年先細り、国の行く末にも暗雲が立ち込めてい

る。医療を含む社会保障費の増加に歯止めが立たず、この 

出所：日経(42011/11/5)      ままでは国家財政が破綻をきたすことになる。一刻も早い

プライマリー・バランス達成の処方箋の策定と実施が喫緊の課題だ。 

○国・地方、企業・銀行、家計の債務の国際比較 

この表はマッケン

ジー・グローバル社

のデータが示す国、

企業・銀行、家計の

負債総額を対 GDP比

で表したもの。これ

により、その国々の

総負債額が GDP比で

分かることになる。

総額比でみると 1位

は英国、次いで僅か

な差で日本が続く。

特徴的なことは日

本の公的債務残高

が突出しているこ     

出所：Bloomberg Businessweek(2011/10/24-30)                  と。米国、スペイン、

フランス、韓国では民間企業・銀行の累積債務残高が多いこと。更に韓国の公的債務は

極めて低い。いろいろ問題視されがちだが、米国の立場はドイツとほぼ同じ水準にある。

ただ家計の負債額が世界第一の消費王国であることを反映大きい点だ。EU の財政ルール

である安定・成長協定があるとは言え、相対的にドイツの立場が評価されてよかろう。 

ただこれらの数字はいずれも名目的なもので、それぞれが有する債権(資産)は勘案され

ていない。従って実質的な債務の総計は別。日本の場合は現在のところ、企業・銀行、

家計部門は尚実質大幅な資産超過の状況にあるため、総合計でも資産超過となっている。 

＜米国＞ 
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○米金融大手 MFグローバル・ホールディングスの破綻(欧州金融危機の影響も) 

 欧州金融危機の影響を受け、MF グローバル・ホールディングス(米国の証券会社で主に

イタリヤ・スペイン国債の先物・オプション取引を積極化していた)は、10 月 31 日、連

邦破産法 11条適用を申請。社長は元ゴールドマン・サックス出身で、業界では知られた

人物。今回自己勘定取引のポジションを大量に抱えていたと言われる。その資金の一部

に顧客資産が入っている可能性が出て、当局の検査が入っている模様。他に金融機関か

らの借り入れも予想され、破綻となると一部金融界への影響も否定できないことに。9 月

末の負債総額は、報道によると 396 億ドル(約 3 兆 900 億円)。現在のところ金融界全体

への影響は少ないと見られる。 

○米大統領、独仏首脳と事前会談 

 ローズ米大統領副補佐官は 31日、オバマ大統領がカンヌでサルコジ仏大統領、並びにメ

ルケル独首相と会談すると発表した。 

○米国の財政赤字削減策 

1 年後に迫った大統領選を控え、財政赤字削減案を巡る

与野党の熾烈な抗争が再び始まった。超党派協議は 10

月 27日までに与野党の 1次案が出そろい、実質協議に

入った。増税の取り扱いなどを中心に両陣営の対立は先

鋭化、合意期限(11月 23日)までの作業は厳しい局面を

迎えた。報道によると、10月 26日開催の超党派協議で、

民主党は 3兆ドル(約 228兆円)の財政赤字を圧縮し、半

分超を富裕層・企業向け増税で賄う案(9 月中旬にオバ

マ大統領が提示した案のほぼ踏襲)を提示、増税 

出所：日経(2011/10/28)          を原則認めない共和党(2.2兆ドルの赤字削減、税控除廃

止などで生ずる財源を法人税引き下げなどに回す構想)は即座に反対したようだ。超党派

委員会は 11月 23日までに最低 1.2兆ドルの財政赤字削減案で合意し、米議会はそれか 

ら 1カ月以内に無修正での同案採決を義務付けている。 

○米国の金融政策など 

米連邦準備理事会(FRB)は 11月 2日の米連邦公

開市場委員会(FOMC)で政策の現状維持を決め

た。追加の金融緩和策が出るのではとの観測も

あったが、その発動は今後の経緯を慎重に見守

る姿勢と共に温存した形だ。新聞報道によれば、

投票権を持つ 10人の理事の内、シカゴ連銀の

エバンズ総裁だけが一人反対投票をした。10 月

中旬にMBS(住宅ローン担保証券)の購入再開の 

出所：日経(2011/11/6)           必要性に言及したタロール理事は政策の現状維
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持に賛成した。 

 ＜EU・ユーロ圏＞ 

○ギリシャ問題 

 ギリシャのパパンドレウ首相は 10 月 31 日、金融支援の条件として EU などから求めら

れている財政赤字削減策を受け入れるかどうかについて来年初めにも国民投票を実施す

る考えを表明した(時期などの詳細は不明)。これに先立ち近く議会で内閣信任投票を行う

方針。地元紙によると、先週末に行われた世論調査では超緊縮策に否定的なギリシャ国

民が約 60％を占めている。ギリシャ国会は 300議席、内与党が 153議席を占める。 

仮に現時点で投票が行われると、いずれの党も過半数に達しないと見られている。ギリ

シャは連立で指導力を発揮できる体制を構築した経験に乏しく、先行き不安が増大する

可能性もある。この全くの寝耳に水の表明で再びこれまで以上に深刻な欧州金融危機の

再燃する可能性が出てきた(以上は 11月 1 日現在の記述)。 

この図表はギリシャ国債

(ユーロ建て、金利 3.6％、

2016/7 償還)の市場価格変

動を 2010年 4月 9日から

2011 年 10 月 26 日までの

期間で見たもの。○はこの

間の主な転機の要因を示

している。価格は%表示。

左から順に：①2010/4/9、    

83.95％に上昇②ギリシャ、

救済プログラム申請③   

  出所：faz.net(2011/11/1)                   ECB(欧州中銀)同国国債購

入開始④中国金融支援申し出⑤格付け機関ムーディー社同国の信用度を大幅下げ⑥ユー

ロ圏臨時首脳会議で第 2次金融支援と 21%の自発的債権放棄を決定⑦50%の自発的債権 

 放棄を決定 

 この段階で既にギリシャ国債の市場価格は 40％を割り込んでいたのだ。 

政治：今回の一連の推移を見るとギリシャの不安定な政治事情がよくわかる。ユーロ圏首

脳会議で合意に達したことが母国の国会で承認されない事態が発生することだ。通常国の 

承認を受けた内閣が外交交渉で決めたことは、そのまま承認されたことになる。条約等の

締結など特別重要な事項については、国により国会或いは国民投票などを行って事前又は

事後に承認されるか否決される。今回もドイツなどは連邦最高裁判所の決定に基づき EFSF

の拡充に際しては、国会の承認を取り付けることが義務付けられた。ギリシャでは、ユー

ロ圏首脳会議で首相が合意したことを事後になってその賛否を国民投票に付す、とパパン

ドレウ首相が突然言い出し混迷が拡大した。その決定は法律に基づくのではなく、首相一
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人の判断によるもの。ギリシャの国会は総勢 300

議席、うち与党と見られる議席が 153で国会運営

は簡単ではない。しかし一方金融支援を継続的に

受け財政を立て直さなければいずれギリシャは破

綻し、ユーロ圏からの離脱を迫られる可能 

  出所：日経(2011/11/5)         性が非常に高い。パパンドレウ首相は今月 4 日の

国会で内閣信任を得たが、野党は首相の退任を条件に付けた。目下大連立内閣の組閣に向

けぎりぎりの攻防が続いている。金融支援の見返りにギリシャが迫られている緊縮財政の

受入れに、連日政府の政策に反対するデモを行い、高失業率に苦しむギリシャ国民が何処

まで耐えうるのか注目される。 

イタリア 

欧州金融危機はギリシャ問題の先行きがなお極めて流動的に推移する中、今度はユーロ圏 

第 3 位のイタリアに注目が集まり出した。ベルルス

コーニ首相の支持率が過去最低水準に落ち込む中、

財政健全化を目指すイタリアは IMF の監視下に置

かれることになった。このため近く IMFはイタリア

へ財政再建を直接監視する視察団を送る。 

 

 

出所：日経(2011/11/6) 

○IMF監視団 

 IMFは各加盟国に対し年 1回、半年程度にわたる財政審査を実施、見解を公表している。

イタリア向け監視団の詳細は不明だが｢定例審査の延長で、監視を強化する｣ものと見ら

れ、当面は政府向け助言など役割は限定的と見られるが、過去に同様な例は少なく、事

態の切迫ぶりを示す(日経 2011/11/6)。 

ギリシャ国債の市場利

回が危険水域(7％)を越

えてきた。ポルトガル、

アイルランド、ギリシ

ャなどが救済を余儀な

くされた水準だ。この

図表(左)はドイツとイ

タリアの国債(10 年)利

回りの推移を示したも 

         出所：faz.net(2011/11/10)                の。右図はイタリアの

期間対応の金利(利回り)を示す利回り曲線(イールドカーブ)。危機的状況を反映し、イー
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ルドカーブが図のように 11月 9日には逆ないしフラットに変形してきた。 

○EUの包括戦略の纏め 

 

出所：日経(2011/11/6) 

むすびにかえて 

ギリシャはその後パパンドレウ首相の退任を条件に大連立内閣樹立に向けて与野党間の駆

け引きが続く。最後は国民投票で緊縮案受諾の可否を決めると言う強硬手段に訴えようと

した。これも首相が国内政治上必要に迫られ取ろうとしたものであろう。議会制民主主義

の最後の手段であろうが、外交上は問題がある。政治家の責任逃れとしてこうしたことを

頻発すると、ポピュリズムが行き過ぎることになる。それにしてもギリシャ国民の経済・

社会環境はメディアの報道によると極めて深刻だ。既に痛みを強いる緊縮施策導入が 1 年

を越え経済を疲弊させ、失業率は 16％、特に若者では粗 40％だ。犯罪、個人破産、ホーム

レス、自殺が全て上昇中。それでも国際社会はギリシャが経済改革に真剣に取り組もうと

せず、消費を控えないと非難する(Time 誌 2011/11/14)。今回の会議に合わせカンヌでも大規模

な抗議デモが行われた。ここに改めてグローバリズムの歪を見る思いがする。 

イタリアのケースは規模がギリシャと比較にならないほど大きい(約 5倍)ため、EUにとり

問題はより深刻だ。ベルルスコーニ首相は議会で審議中の財政安定法案の成立を条件に辞

意を表明した。これで問題の本質が解消したわけでもない。また第 2 のイタリアが出ない

とも限らない。ユーロ、ユーロ圏、EUは創立以来最大の難関に直面し、崩壊の危機さえ漂

う。 

欧州を中心として金融機関のダメッジも計り知れない。今回 EFSF は 1 兆ユーロを目標に

資金調達を検討中だが、民間金融機関の救済を本格化するには 2 兆とも 3 兆ユーロとも言

われる巨額な資金が必要になる、と一部で観測されている。 

こうした欧州の大混乱の前に G20もなす術もなく閉幕となってしまった。しかし対応を誤

ると欧州問題(財政、金融、経済危機)は世界問題に発展しかねない。トロイカの中でこれか

らは IMFと ECBの役割分担と連携そして最大限の貢献が喫緊の課題となり、そこに新興

国を交えて新たな厳しい経済外交が展開されることになろう。 

一方ドイツの官民にわたる健全性が目立つ。1985年のプラザ合意以降のドイツ連銀による

金融政策と財政の健全化維持姿勢は我が国と好対照的だ。バブルの発生を事前に防止、健

全な財政運営に努める姿は、民間も同じ。我が国も大いに参考にしたいものだ。(了) 
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(了) 


