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Ⅰ. 欧州ソブリン債務危機の現状と展望

1. 欧州ソブリン危機の経緯と足下の状況
欧州ソブリン債務危機に対処するため、EU
およびIMFは、2010年5月に1,100億ユーロの
対ギリシャ第1次支援に加え、他国への危機
波及阻止のための7,500億ユーロの「緊急支援
制度」を設立した。2011年10月には、危機封
じ込めの「包括戦略」が決定され、遅々とし
たものではあるが実行に向けて進みつつある。
加えて、2011年末以降、ECB（欧州中央
銀行）による大量の流動性供給が実行された
こともあり、金融市場は足下で小康状態にあ
る。しかし、問題は抜本的に解決され、危機
は収束へ向かっていると評価していいのだろ
うか？

2.  危機収束に必要な3つの課題は達成されたか
⑴  財政危機国による赤字削減計画の着実な履行

「課題」
ユーロ圏の財政危機国は、厳しい財政緊縮
策と景気悪化の悪循環に苦しんでいる。財政
危機国は、強力な指導力を持つ政権の下で赤
字削減計画を着実に履行する必要がある。一
方、支援国側にも、財政危機国に対して厳し
い財政緊縮策を課す一方、持続的赤字削減を
可能にするため、成長力強化のためのEU予

算の活用等柔軟な対応が求められる。
「決定事項と進展状況」
政治が混乱していたギリシャとイタリアで
は、2011年11月に危機管理型のテクノクラー
ト政権が成立、財政緊縮策への取り組みが開
始された。
また、債務の持続可能性に疑念が持たれて
いたギリシャは、民間投資家が保有する国債
のうち1,970億ユーロに対して53.5％の減免
を適用し、債務残高を1,000億ユーロ強削減
することに成功。2011年末にGDP比160％
以上に達していた政府債務残高を、2020年
に同120％程度まで縮小することを目指す。
集団行動条項の発動により、CDS（クレジッ
ト・デフォルト・スワップ）の決済が発生し
たが、幸い影響は限定的なものにとどまった。

「残る問題点」
ギリシャの財政赤字削減だが、当面の「無
秩序なデフォルト」懸念は後退したが、2012年
まで5年連続のマイナス成長が続き、失業率が
20％超に達する下で、厳しい緊縮政策を続ける
ことができるかどうかの実行リスクが残る。
イタリアでは、これまで順調に改革を進め
てきたモンティ政権が、足下で労働市場の改
革をめぐり与党内の対立に直面しており、今
後の展開が注目される。
また、EUの政策の力点が依然として財政
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危機国に対し、厳しい財政緊縮策を課すこと
に置かれており、成長力強化のための具体策
に欠けている点が懸念される。

⑵ セーフティーネットの強化
「課題」
2010年5月に設立された7,500億ユーロの
緊急支援制度は、対アイルランド融資、対ポ
ルトガル融資、そして対ギリシャ第2次支援
策を考慮すると残枠は4,330億ユーロ、中核
たるEFSF（欧州金融安定化ファシリティ）
の残枠は2,480億ユーロにすぎない。
スペインとイタリアの被支援国入りまで想定し
た場合、規模は不十分であり（2015年1−3月
までの両国の資金必要額は1.2兆ユーロ程度）、
セーフティーネットの大幅な強化が必須だ。

「決定事項と進展状況」
①�ESMの稼働前倒しと支援能力や機能強化
ESM（欧州安定化メカニズム）を7月か
ら前倒しして稼働し、EFSFと並走させる。
EFSFとESM合計で5,000億ユーロという
当初設定された支援可能額上限を、3月末の
ユーロ圏財務相会合で7,000億ユーロへ引き
上げた（新規支援可能額は5,000億ユーロ）。
②IMFの資金基盤の強化
EUはIMFに2,000億 ユ ー ロ を 融 資 し、
IMFの資金基盤を強化することを決定した。

「残る問題点」
①ESMの稼働前倒しと支援能力や機能強化
セーフティーネットの支援可能額拡大に反
対するドイツを懐柔すべく、3月初めの欧州
理事会で、財政均衡の憲法への規定等からな
る「安定・調整・統治に関する条約」を、英
国、チェコを除くEU25 ヵ国が締結した。
しかし、足下で市場が小康状態にあること
もあり、ドイツから十分な譲歩は引き出せず、
結果として今回の拡大を織り込んでも現在の
セーフティーネットの規模では、スペインは

支援できてもイタリアを支援することは不可
能だ。
②IMFの資金基盤の強化
IMFはユーロ圏の提案を受け、1月に5,000
億ドル（3,800億ユーロ）の基盤強化策を発
表した。しかし、2月のG20財務相・中央銀
行総裁会議では、ユーロ圏の自助努力が不十
分だと判断され、あらためて4月のG20で議
論することが決定された。

⑶ 金融システムの安定化
「課題」
欧州の銀行は、ユーロ圏の財政危機国に対
し、国債保有や対民間貸し出し等を通じ大き
なエクスポージャーを持ち、ソブリン債務危
機は、保有国債の価格下落を通じ欧州全体の
銀行のバランスシートを悪化させる。銀行の
貸出抑制による景気悪化は、域内政府の税収
減を引き起こすことに加え、銀行経営の悪化
は、公的資金注入を通じ財政赤字の一層の拡
大につながる。悪循環を断ち切るには、銀行
の資本増強が必須だ。

「決定事項と進展状況」
EBA（欧州銀行監督機構）による査定では、
EUの銀行が健全性の基準であるコアTier1
比率9％を達成するには、1,147億ユーロの増
資が必要だとする。銀行は、EBAへ提出し
た自己資本比率改善計画について、6月まで
に達成の義務を負う。
また、ECBは、2011年末以降2度の利下げ
に加え、バズーカと呼ばれる合計1兆ユーロ
の3年物の資金供給を行った。その結果、①
銀行は流動性危機を免れ突発的破綻の可能性
が遠のいたこと、②銀行がECBから低利で
調達した資金で自国国債を購入した結果、国
債金利が低下したこと、等のプラスの効果が
現れた。

「残る問題点」



20　日本貿易会 月報

アングル

ECBの調査では、銀行は自己資本比率改
善のため、資本増強の他資産圧縮を進め、企
業向け貸し出しおよび住宅ローンの融資基準
を厳格化させている。
ECBの資金供給は、家計・企業への貸し
出しには回っておらず、実体経済への波及効
果は限定的である。

3. 今後の展望
⑴  どうにか年前半に方向が見え、ユーロ圏

は危機をMuddle－throughする
ギリシャが民間投資家保有の国債減免に成
功し、第2次支援策が決定したことで、懸念
された3/20の大型国債償還を乗り切り、「無
秩序なデフォルト」回避に成功した。
金融危機深刻化の懸念は世界的に共有され
ており、IMFの資金基盤強化についての合
意もかろうじて成立すると予想する。
この間、ECBが大量の流動性供給を続け
ることで、世界的金融危機が生じる事態は、
どうにか回避されると見る。
ただし、ECBによる「時間稼ぎ」によっ
て金融市場が小康状態にある中で、ユーロ圏
各国において、危機収束へ向けたモーメンタ
ムの低下が見られるのは気掛かりだ。危機収
束へ向け越えなければならないハードルは、
2012年後半までにまだ数多く残る。

⑵ 3つのリスクファクター
「政権交代や政治的混乱」
ギリシャでは、5月に総選挙が実施される
が、PASOKやND等、第2次支援策合意の
過程で、EUに財政緊縮策の遂行を約束した
政党の支持率が急低下している。選挙結果次
第では、支援の前提となる財政緊縮策が順調
に進まなくなる恐れがある。
また、4月にはフランスで大統領選挙が実
施されるが、サルコジ大統領への支持率は低

迷が続き、17年ぶりの政権奪還を狙う社会
党のオランド候補の後

こう

塵
じん

を拝している。
オランド候補は、「安定・調整・統治に関
する条約」の見直しを訴える。サルコジ大統
領が敗北した場合、ユーロ圏内の欧州ソブリ
ン債務危機対応をけん引してきた「独仏枢軸」
がぎくしゃくし、同問題への対応に悪影響を
及ぼすことが懸念される。

「ユーロ圏の景気後退の深刻化」
貸し渋りと景気悪化の悪循環により、ユー
ロ圏のリセッションが長期化する恐れがあ
る。財政危機国における景気後退の深刻化・
長期化は、社会混乱の激化につながり、独仏
等ユーロ圏中核国の景気悪化は、支援国の国
民の財政危機国に対する支援への反発を激化
させ、適切な政策の遂行を妨げる。

「ポルトガルやスペインへの懸念の高まり」
着実な改革の遂行を背景にイタリアやアイル
ランドに対する市場の懸念は低下する一方、成
長基盤の弱さや高水準の債務残高というギリ
シャとの類似性により、ポルトガルへの懸念が
高まる。ポルトガルに対する第2次支援策が、
秋口までに検討されよう。スペインは、①州政
府の財政赤字が拡大を続けていること、②地
価の下落により不動産関連の不良債権が拡大し
ていること、③リセッションが深刻化している
こと、から財政赤字見通しを上方修正している。

Ⅱ .��欧州ソブリン債務危機が世界経済へ及ぼす
影響

1. ユーロ圏経済
ユーロ圏経済は、個人消費、設備投資お
よび政府支出等の内需が落ち込み、2011年
10−12月の実質GDP成長率は、前期比年率�
−1.3％と、2009年4−6月以来10四半期ぶ
りのマイナス成長に沈んでおり、リセッショ
ン入りが確実だ。
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済の状況、②財政・金融政策発動の余地、③
地域的なセーフティーネットの状況、④欧州
の銀行の資産圧縮の影響を代替し得る地域銀
行の存在の有無、等に依存する。

「金融面」
①�ユーロ圏の銀行の域外における資産の圧縮
②�ユーロ圏外の銀行の対ユーロ圏債権の毀

き

損
そん

③�投資家のリスク回避度の高まりによる株価
等の下落や新興国からの資金の流出

「貿易面」
①�ユーロ圏景気の悪化とユーロ安を背景とし
た対ユーロ圏輸出の鈍化
②�欧州ソブリン債務危機伝

でん

播
ぱ

を背景とした世
界景気の減速による輸出全般の鈍化

⑴ 中東欧
西欧の銀行は中東欧の金融システムの中核

ユーロ圏経済は、①2012年2月の失業率が
10.8％と、1999年のユーロ導入以来の最高を
更新し、雇用・所得の低迷が続くこと、②前
述した通り、銀行の資金調達環境は好転する
も、融資に円滑に向かうとは考え難いこと、
等を背景に内需の低迷が続き、年央までゼロ
からマイナスの成長が続こう。
海外景気の回復による輸出の拡大を背景
に、ユーロ圏景気は年後半から持ち直すだろ
うが、内需に勢いが無く、回復ペースは非常
に緩やかなものにとどまる。

2. ユーロ圏域外国・地域への影響
欧州ソブリン債務危機は、金融・貿易の
チャネルを通じ、ユーロ圏外の国へ波及する。
欧州との関係が強いほどインパクトは大きい
が、影響がいかに顕在化するかは、①実体経

（注1）欧州各国の欧州の銀行による与信は、自国以外の欧州の銀行からによるもの。
（注2） CPI上昇率は2012年2月。ただし英国、ポーランド、チェコ、ハンガリー、米国、ブラジル、カナダ、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ、日本、

インド(WPI上昇率）、シンガポール、マレーシア、香港は2012年1月。ルーマニア、豪州は2011年12月。
（注3）経常収支、欧州の銀行による与信、財政収支、政府債務残高、GDPは2011年、対EU輸出は2010年。
（出所） IMF, BIS, Bloomberg, JCIF, Datastream

表　欧州ソブリン債務危機への脆
ぜいじゃく

弱性
経常収支 対EU輸出 欧州の銀行による与信 財政収支 政府債務残高 CPI上昇率

（GDP比%） （GDP比%） うち対ユーロ圏 （GDP比%） うち英国 （GDP比%） （GDP比%） （前年同期比%）
英国 −2.7 8.9 8.3 73.9 −8.5 80.8 3.6
ロシア 5.5 12.4 9.0 9.0 0.6 −1.1 11.7 3.7
トルコ −10.3 7.2 5.0 20.6 3.6 −0.9 40.3 10.4
ポーランド −4.8 26.9 19.0 45.1 1.2 −5.5 56.0 4.1
チェコ −3.3 58.2 45.9 86.9 2.1 −3.8 41.1 3.5
ルーマニア −4.5 22.1 16.8 56.0 1.1 −4.4 34.4 3.4
ハンガリー 2.0 56.5 41.3 71.2 1.7 2.0 76.1 5.5
米国 −3.1 1.7 1.2 24.9 7.5 −9.6 100.0 2.9
ブラジル −2.3 2.1 1.8 14.4 3.3 −2.5 65.0 6.2
カナダ −3.3 2.1 1.0 12.8 5.2 −4.3 84.1 2.5
メキシコ −1.0 1.4 1.2 17.6 3.8  −3.2 42.9 3.9
アルゼンチン −0.3 3.0 2.5 7.5  1.5 −2.0 43.3 9.7
サウジアラビア 20.6 4.2 4.1 12.7 2.5 9.4 7.1 5.3
南アフリカ −2.8 5.9 4.2 23.5 19.8 −4.2 36.1 6.3
中国 5.2 5.3 4.0 3.8 2.2  −1.6 26.9 3.2
日本 2.5 1.6 1.2 7.8 2.4 −10.3 233.1 0.1
インド −2.2 2.5 2.0 8.4 4.7  −7.7 62.4 6.6
豪州 −2.2 1.4 0.7 18.5 5.4 −3.9 22.8 3.1
韓国 1.5 5.3 3.8 13.9 8.0 2.1 32.0 3.1
インドネシア 0.2 2.4 2.0 4.2 2.2 −1.8 25.2 3.6
台湾 11.0 6.4 4.7 16.3 10.2 −4.3 38.5 0.2
タイ 4.8 6.8 4.5 6.6 4.1 −2.6 43.0 3.4
シンガポール 19.8 15.8 11.8 66.1 32.4 3.2 93.5 4.8
マレーシア 11.3 9.0 7.4 21.7 16.9  −5.1 55.1 2.7
香港 5.4 19.5 13.8 145.3 114.2 2.7 33.8 6.1
フィリピン 1.7 3.7 3.3 7.6 3.6 −2.9 44.4 2.7
ベトナム −4.7 11.0 8.4 7.3 3.1 −4.0 50.3 16.4
上記中央値 −0.3 5.9 4.2 16.3 3.6  −3.2 43.0 3.6
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を担っているが（中東欧諸国の全銀行貸し
出しの6−9割強は西欧の銀行の子会社また
は支店による）、EBRD（欧州復興開発銀行）
によれば、西欧の銀行による資金回収の動
きは、2011年秋から顕著化している。また、
中東欧地域は外需依存度が高く、輸出仕向
け先としてユーロ圏に大きく依存しており、
ユーロ圏景気リセッション入りの影響を貿易
面からも強く受けている。

⑵ アジア
中国にとってEUは、総輸出の19％程度を
占める最大の輸出相手国だが、1−2月の対
EU輸出は、前年同期比1.1％減と、2011年通
年の同14.4％増から失速している。
一方、中国の金融システムにおける海外の
銀行の比重および、中国の銀行の海外資産共
小さいため、金融面から見た悪影響は軽微に
とどまるとみられている。IMFは、中国の
政策発動の余地は大きく、適切な景気刺激策
が打たれれば、ソブリン債務危機の悪影響の
多くは緩和可能だ、と判断している。
NIES、ASEAN経済の対EU輸出は、韓国、
台湾、タイ等で2011年末以降前年比で大幅
なマイナスに転落している。また、ユーロ圏
の銀行はアジア地域の貿易金融およびプロ
ジェクトファイナンス分野で30％のシェア
を占め、金融面の影響が懸念される。今のと
ころ、バランスシートが比較的健全な日本、
および一部の地場銀行がユーロ圏の銀行が売
却した資産の受け皿となっていることに加
え、アジア危機以降、多国間や2国間の通貨
スワップ協定が、日本のイニシアチブで強化
されていることが抵抗力を高めている。しか
し、欧州ソブリン債務危機がさらに深刻化し
た場合、長期金融の分野では悪影響は不可避
とみられ、長期的な成長力が下押しされる恐
れが残る。

⑶ 米州
欧州の国債投資に失敗したMFグローバル・
ホールディングスの破綻に代表されるように、
金融面を通じたユーロ圏と米国の関係は深い。
米国の金融機関は、欧州の金融機関に対して
欧州の国債のCDSの売り手となっており、直接
的な与信ポジションでみる以上に危機連鎖のリ
スクは高い。一方、貿易金融やシンジケートロー
ンの分野でユーロ圏の銀行が退潮を示す中、
米国や日本の銀行がシェアを拡大している。
ブラジルやメキシコ等の中南米諸国にとっ
て、EUとの貿易関係はそれほど強くないが、
スペイン系等ユーロ圏の銀行の活発な事業展
開を通じ、金融面での関係は非常に強く、ユー
ロ圏の銀行が、大幅な業務の縮小に動くこと
になった場合の実体経済への悪影響は大きい。

⑷ 日本
日本経済は、金融機関のユーロ圏の財政危
機国へのエクスポージャーは小さいが、円高・
ユーロ安が自動車、電機等輸出産業に重くの
しかかる。
ユーロ圏諸国がセーフティーネットの強
化に苦しむ中、EFSF債の積極的な購入や、
IMFの資金基盤強化へのイニシアチブ、民
間企業による欧州企業の買収や、新興国での
欧州企業からの事業取得等のM&A戦略展開
等、官民共したたかな戦略が期待される。
以上の通り、欧州ソブリン債務危機の「貿易
面」の悪影響は本格化しているが、世界的な
金融緩和強化で投資家のリスク選好が回復した
ため、新興国からの資本流出圧力等は緩和し、
「金融面」からの悪影響は今のところ限定的だ。
しかし、金融緩和によって「買われた時間」内
に問題を収束の方向へ向かわせることができな
ければ、再び「リスクオフ」へ流れが変わり「金
融面」を通じた悪影響が深刻化するリスクが残っ
ており、今後の動向を注視する必要がある。 JF
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