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最上級フランス国債にまで“飛び火”した欧米債務危機
米国の米連邦債務上限を巡る混乱が「ティー・パ
ーティ暴落」を誘発し、米国債格下げの「S＆P ショ
ック」が今度はフランス国債格下げ懸念へと連鎖、
世界的連鎖株安を誘っている。今や恒例化した「8
月危機」脱却には欧州ソブリンリスクによる「モグ
ラ叩き」終息、欧州系金融機関のファイナンス問題、
そしてフランス国債「AAA」最上級格付け維持が不可
欠であり、最終的には 8 月 26 日の米ジャクソンホー
ルでの FRB 議長の「ＱＥ2.5」（量的緩和第 2.5 弾）
による小康が期待される。

欧米債務危機はリーマンショックより深刻?!
ある国際金融筋は、
「米国債の最上級格付けからの
転落より、フランス国債の最上級からの転落ショッ
クの方が世界の金融資本市場へのインパクトは甚
大」と打ち明ける。
取りも直さず、フランス国債の格付けが最上級
「AAA」から引き下げられると、欧州「金融安定基金」
（EFSF）の最上級「AAA」格付けを揺るがし、欧州金
融支援の根幹を震撼させることでユーロ崩壊につな
がり兼ねないからだ。
サルコジ仏大統領は、
「大臣には休む権利はあるが、
バカンスに行く権利はない」と閣僚に休暇を国内で
過ごすよう命じた。欧州証券市場監督局は 12 日から
ベルギー、フランス、イタリア、スペインの株式「空
売り禁止」を実施すると発表。
欧米債務危機のリスク回避の「避難通貨」となっ
て買いが殺到していたスイスフランは期間限定でユ
ーロとのペッグ（連動）導入も取り沙汰され、
「8 月
危機」はすでに予断許さない状況にある。
一方、あるファンド幹部は「欧州ソブリンリスク
の深刻さは、例えば 08 年のリーマンショックと比べ
てもその比ではない」と言い切る。リーマンショッ
クとは、リーマンブラザーズという米第 4 位の大手
投資銀行の破綻に過ぎず、飽くまで一つの民間企業
の倒産であった。
もちろん、倒産させたことで世界の金融システム
不安が一気に噴出、米金融住宅バブル崩壊の傷口を
広げたことは言うまでもない。
しかし、破綻処理という方法を採ったが故に、そ
の危機に即して米 FRB は積極果敢な非伝統的な量的
緩和の導入に向かい、クレジットバブル崩壊に伴う
信用「悪循環」を阻止することに成功した。ところ
が、欧州債務危機は、以下のような 4 点においてリ
ーマンショックより深刻な問題を孕む。
1)、国家という最も信用度の高い発行体の負債が満

期に満額償還されないリスク
2)、共通通貨ユーロに拘束されて実質固定通貨制度
の下で通貨切り下げが出来ない
3）、ユーロ圏の勝ち組の緊縮プログラムの影響を受
け他国にショックが伝染し易い
4)、ECB は流動性供給と金融政策を分離、過去 2 回
の利上げは 1990 年代の日銀を彷彿とさせる
そもそも、欧州ソブリンリスクはギリシャ債務危
機に象徴されたが、今やイタリアやポルトガル、ス
ペインを巡る様々な長期的懸念が浮上、そしてここ
に来てユーロ枢軸国フランスの国債格下げリスクと
なって連鎖しつつある。
例えば、イタリアは非居住者の政府債務保有比率
が 39.7％、対 GDP 比が 51.2％と相対的に高い。純債
務の対 GDP 比も 101％と日本とギリシャに次ぐ高さ
である。
問題は、こうした欧州債務危機で価値が失われた
ソブリン債を多額に保有する欧州系銀行のファイナ
ンスの問題である。これには例えば FRB と ECB のス
ワップ金利（現在 1％）を 0.5％に引き下げるとか信
用不安解消策はある。
しかも、ギリシャからポルトガル、スペイン、イ
タリア、そしてフランスへの欧州債務危機の連鎖に
より、
「ECB はじめ EU（欧州連合）が危機感を抱き、
抜本策のスピードアップが期待される」
（あるファン
ド幹部）。
なお、注目される欧州 6 ヵ国（ギリシャ、アイス
ランド、アイルランド、イタリア、ポルトガル、ス
ペイン）に対する銀行部門の対外債権残高は以下の
ようになっている。
＜債権国別銀行の保有額＞
フランス系銀行 6480 億ドル
ドイツ系銀行
5380 億ドル
イギリス系銀行 3690 億ドル
米国系銀行
1560 億ドル
日本の銀行
920 億ドル
BIS24 ヵ国銀行 総額 14.6 兆ドル
＜南欧PIIGS諸国と米英日の対GDP比％（2011年）＞
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一方、ソブリンリスクの長期的懸念は欧州だけで
はなく、米国とて世界で 7 番目に高い財政脆弱度を
有し、長期的な懸念を有する。
米国の財政不安に対しても同様のリスクを孕む。
連邦債務上限引き上げ問題の合意後も米国株式市場
の大混乱が続くことが、そうした長期懸念を象徴す
る。
しかも、「NY ダウ平均よりも一部のファンドが注
視するのが、バンカメやシティバンクなど米銀株の
動き」（同ファンド幹部）という。確かに、「産業空
洞化」が問題視されるが、米企業の業績は絶好調を
維持している。にもかかわらず、米国株が売られる
のは金融危機の再燃を懸念しての事だ。
特に、バンカメは金融危機最中の 08 年にカントリ
ーワイドを買収。今年 4-6 月期決算で 88 億ドルの特
別損失を計上、住宅ローン債権の劣化に苦しんでい
る。8 月 5 日、ファニーメイがバンカメから不良債
権（5 億ドル）買取契約を結んだが、量的緩和第 2
弾（ＱＥ2）終焉による株価調整でリーマンショック
のツケが回りつつある。
欧米諸国の金融機関は時価会計を棚上げし、リー
マン危機で生じた巨額損失を温存している。しかし、
米住宅市況がこのまま下げ止まらなければ未曾有の
住宅金融バブル崩壊に伴い生じた巨額損失の表面化
は避けられない。
米 FRB が 9 日 FOMC 声明で、
「2013 年半ばまで異例
の低水準に維持することが正当化される」と「時間
軸」を 2 年も延長したのも、住宅市場の悪化に伴う
銀行の不良債権問題の深刻化がある。
いずれにせよ、米住宅市況や株式相場を支えるに
は資産効果経済を維持すべく「バーナンキ・プット」
宜しく「ＱＥ3」が必要視される。
しかし、「ＱＥ3」は劇薬だけに副作用が多い。資
源・商品相場上昇による家計の購買力減退、不況下
のインフレ高進のスタグフレーション、さらには過
剰流動性相場による過大な世界同時株高など枚挙に
暇がない。
しかも、米国債の格下げについては、ムーディー
ズがトリプル A を維持しているが、フィッチは 8 月
末までに決めるという。仮に、フィッチも格下げに
動くようだと、
「真夏の危機」は波乱の第 2 幕が開け
られる。
いずれにせよ、世界的連鎖株安に歯止めをかける
には、ソブリンリスクによる「モグラ叩き」ゲーム
を一旦収束させる必要があり、その回答の一つに世
界共通金利からの離脱がある。そしてその象徴とし
て、8 月恒例の米ワイオミングのジャクソンホール
（8 月 26 日）での FRB 議長による「ＱＥ2.5」
（量的
緩和第 2.5 弾）が期待される。
そもそも、2004-07 年の世界的好況は、2.5％水準
に低下した世界共通金利によって GDP 成長率が長期
金利を持続的に上回る局面を後押した。しかし、成
長率が長期金利を上回る局面で資産価格の上昇（バ
ブル発生）が加速、主要先進国で住宅バブルとクレ

ジットバブルが長期化した。
そして、信用バブルは 07 年夏のサブプライム危機、
08 年 9 月リーマンショックで崩壊、従来型の金利決
定メカニズムへの回帰は、世界経済にとって抑制的
に作用する。
実際、G7 ではイギリスとイタリアが世界金利から
離脱し始めている。イギリスはユーロ圏に属さず、
積極的な量的緩和と自国通貨安（ポンド安）によっ
て世界金利から離脱した。
イタリアは逆にユーロ圏に属し、ソブリンリスク
問題の浮上と国内生産性の低下によって世界金利の
便益を受けられない。
一方、日本は世界金利レジーム終焉に伴い、より
独自性ある金融緩和によって通貨高を抑止、自らの
実質長期金利を低下させる余地が広がる。実質長期
金利の低下は、潜在成長力を刺激し何より円高を抑
制できる。
ただ、これも日銀が量的緩和の強化に積極的にな
るかどうかに拠るところが大きい。従来の消極的な
姿勢のままであればその可能性は低下しよう。
依然として、76.00-30 円水準に大口のオプショ
ン・トリガーが控え、
「下抜ければ断続的に大量のス
トップ・ロスの売りが予想される」
（あるファンド幹
部）。
「新安値売るべし」―。世界の投資家はこの相場
格 言 を頭 の片 隅 に入 れて 、 日本 円の 戦 後最 高値
76.25 円（3 月 17 日）突破 76 円割れを虎視眈々と待
ち構えている。
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ジャクソンホールで米国「ＱＥ2.5」期待

