
Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

 

資料(２) ジェトロ海外センター・事務所からの報告（2008 年 10月～12 月） 

１．北米 ............................................................ 6 

【米国】 ................................................................. 6 

・ 年内に 2,500 億ドルの公的資本を注入−政府が金融危機対策を発表−（米国）2008 年

10 月 16 日 ニューヨーク発 ....................................................................................... 6 

・ 消費にも金融市場の混乱が波及−08 年 9 月の小売売上高−（米国）2008 年 10 月 16

日 ニューヨーク発 ...................................................................................................... 9 

・ 信用収縮の影響で、景況感が全米で悪化−ベージュブック−（米国）2008 年 10 月 16

日 ニューヨーク発 .................................................................................................... 13 

・ 連邦農業抵当公社が資本を増強−金融危機の農業・農村への影響（1）−（米国）2008

年 10 月 16 日 シカゴ発 ............................................................................................ 16 

・ 農業・食肉関係企業の株価が急落−金融危機の農業・農村への影響（2）−（米国）2008

年 10 月 17 日 シカゴ発 ............................................................................................ 18 

・ テキサス州経済は強さを持続できるか（ヒューストン発）2008 年 10 月 23 日 ...... 21 

・ 金融危機前に景気は後退−消費者・中小企業への貸し渋りが今後本格化の恐れ−（米国）

2008 年 10 月 27 日 ニューヨーク発 ........................................................................ 22 

・ 新興国からの逃避資金がドルに集中−ドルが円以外の通貨に対し急伸−（米国）2008

年 10 月 30 日 ニューヨーク発 ................................................................................. 24 

・ 中小企業の資金調達は困難な状況−景況感の冷え込みはこれから本格的に−（米国）

2008 年 11 月 13 日 ニューヨーク発 ........................................................................ 27 

・ 金融市場の混乱が交通インフラ整備に影－アトランタの交通機関が資金調達難に－ 

（米国）2008 年 11 月 19 日 アトランタ発 ............................................................. 29 

・ 回復は 10 年以降にずれ込むリスク高まる （米国）2008 年 11 月 26 日 ニューヨー

ク発 ............................................................................................................................. 31 

・ 米国金融危機と今後の展望－バンカメのケネス・D.ルイスCEO の見方－ （米国）2008

年 12 月 01 日 シカゴ発 ............................................................................................ 34 

・ 金利政策から量的緩和政策へシフトか－バーナンキ FRB 議長が講演－ （米国）2008

年 12 月 08 日 ヒューストン発 ................................................................................. 36 

・ FRB、量的緩和政策に移行 （米国）2008 年 12 月 18 日 ニューヨーク発 ........... 38 

【カナダ】 .............................................................. 42 

・ 景気後退について見方分かれる−底固いが、米経済への依存強い−（カナダ）2008 年

10 月 21 日 トロント発 ............................................................................................. 42 

・ 資金調達が困難に、輸出は減尐−米金融危機の影響−（カナダ）2008 年 10 月 23 日 バ

ンクーバー発 ............................................................................................................... 44 

２．欧州 ........................................................... 47 

・ 欧州中銀、11 月に再利下げも（欧州）2008 年 10 月 28 日 デュッセルドルフ発 . 47 



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

 

【ＥＵ】 ................................................................ 48 

・ 金融安定化に向け欧州主要国首脳が緊急会合へ（EU）2008年 10月 01日 ブリュッセ

ル発  .............................................. 48 

・ 欧州委、銀行等の自己資本に関する指令の修正案を発表−金融システムの安定化、銀

行管理の改善めざす−（EU）2008 年 10 月 03 日 ブリュッセル発 ........................ 49 

・ 金融安定化に向け中期的な制度改正が狙い−銀行の自己資本に関する指令の改正案−

（EU）2008 年 10 月 08 日 ブリュッセル発 ........................................................... 50 

・ EU 首脳会議、金融危機で包括的取り組みを採択（EU）2008 年 10 月 20 日 ブリュ

ッセル発 ...................................................................................................................... 51 

・ 市場の関心は金融危機から実体経済の先行きに（EU,ユーロ圏）2008 年 10 月 20 日 

ブリュッセル発 ........................................................................................................... 53 

・ 欧州委員会が金融危機への対応の枠組みを承認−景気回復計画は 11 月 26 日に提案−

（EU,ユーロ圏）2008 年 11 月 04 日 ブリュッセル発 ........................................... 55 

・ 国際的な金融システムの再構築へ行動指針−EU 首脳会合で合意−（EU）2008 年 11

月 10 日 ブリュッセル発 .......................................................................................... 56 

・ スペインでは出荷代金を回収できないのが悩み－ダイキンヨーロッパに聞く－ （EU）

2008 年 11 月 20 日 ブリュッセル発 ........................................................................ 57 

・ 新たな局面迎える欧州の産業クラスター育成政策 （EU・フランス）2008 年 12 月

05 日 リヨン発 .......................................................................................................... 59 

・ 08 年第 3 四半期の成長率は前期比マイナス 0.2％ （EU・ユーロ圏）2008 年 12 月

05 日 ブリュッセル発 ............................................................................................... 61 

・ 欧州中銀、政策金利を 0.75 ポイント引き下げ （欧州・ユーロ圏）2008 年 12 月 05

日 デュッセルドルフ発 ............................................................................................ 63 

【アイスランド】 ........................................................ 64 

・ 外貨誘致が仇となったアイスランドの信用不安（ロンドン発、調査企画課発）2008

年 10 月 16 日 .............................................................................................................. 64 

・ 北欧 4 ヵ国がアイスランドに 25 億ドルを融資 （アイスランド）2008 年 11 月 21 日 

コペンハーゲン発 ....................................................................................................... 66 

【アイスランド・北欧】 .................................................. 67 

・ 北欧 5 ヵ国首相がアイスランドの金融危機を協議（アイスランド,北欧）2008 年 10

月 30 日 コペンハーゲン発 ....................................................................................... 67 

【イタリア】 ............................................................ 69 

・ イタリア、金融機関の経営には問題ないと強調（イタリア）2008 年 10 月 6 日ミラノ

発 ................................................................................................................................. 69 

・ 流動性確保に重点−政府の金融危機対策−（イタリア）2008 年 10 月 21 日 ミラノ発

 ..................................................................................................................................... 70 



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

 

・ 5 年間で 800 億ユーロの景気対策－給付金と失業対策が柱－ （イタリア）2008 年 12

月 05 日 ミラノ発 ..................................................................................................... 72 

【英国】 ................................................................ 74 

・ 英中銀が政策金利を引き下げ （英国）2008 年 10 月 14 日 ロンドン発 ............... 74 

・ 大手行への公的資金投入を発表（英国）2008 年 10 月 15 日 ロンドン発 ............. 75 

・ 欧州投資銀が国内の中小企業に 40 億ポンドを融資へ（英国）2008 年 11 月 06 日 欧

州課 ............................................................................................................................. 78 

・ 住宅賃料の下落が鮮明に （英国）2008 年 12 月 04 日 ロンドン発....................... 79 

・ 政策金利を 1 ポイント引き下げ 2.0％に－1951 年以来の最低水準に－ （英国）2008

年 12 月 08 日 ロンドン発 ........................................................................................ 82 

【スイス】 .............................................................. 83 

・ 政府が UBS への資本注入を含む金融システム強化策を発表（スイス）2008 年 10 月

17 日 ジュネーブ発 .................................................................................................. 83 

【スウェーデン】 ........................................................ 85 

・ スウェーデン、国民は平静だが不安感は拡大（スウェーデン発）2008 年 10 月 15 日 

ストックホルム発 ....................................................................................................... 85 

・ 金融機関の新規調達を最大 21 兆円まで保証（スウェーデン）2008 年 10 月 21 日 ス

トックホルム発 ........................................................................................................... 85 

・ 中銀、政策金利を再引き下げ−下げ幅は合計 1 ポイントに−（スウェーデン）2008 年

10 月 24 日 ストックホルム発 .................................................................................. 86 

・ 中銀が政策金利を 1.75 ポイント引き下げ－予想を上回る引き下げ幅で 2.00％に－ 

（スウェーデン）2008 年 12 月 05 日 ストックホルム発 ....................................... 87 

【スペイン】 ............................................................ 88 

・ スペイン政府も市場安定化策を閣議決定(スペイン)2008年10月16日 マドリッド発

 ..................................................................................................................................... 88 

【ドイツ】 .............................................................. 90 

・ 金融安定化対策を欧州市場は歓迎（ドイツ）2008 年 10 月 14 日 デュッセルドルフ発

 ..................................................................................................................................... 90 

・ ドイツ、本格的な金融安定化対策実施へ（ドイツ）2008 年 10 月 15 日 デュッセル

ドルフ発 ...................................................................................................................... 91 

・ 関心は金融危機対策から実体経済に（ドイツ）2008 年 10 月 21 日 デュッセルドル

フ発 ............................................................................................................................. 93 

・ 09 年はほぼゼロ成長に−主要機関の経済予測−（ドイツ）2008 年 10 月 21 日 ベルリ

ン発・デュッセルドルフ発 ......................................................................................... 94 

・ 国民は政府の金融危機対策に理解示す（ドイツ）2008 年 10 月 27 日 デュッセルド

ルフ発 .......................................................................................................................... 97 



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

 

・ 自動車メーカー、部品メーカーともに生産削減−金融危機の影響−（ドイツ）2008 年

10 月 31 日 ミュンヘン発 ......................................................................................... 99 

・ 総額 500 億ユーロの大型景気対策を発表（ドイツ）2008 年 11 月 10 日 デュッセル

ドルフ発 .................................................................................................................... 100 

・ 独自の提案を盛り込むことに成功－G20 緊急金融首脳会議－ （ドイツ）2008 年 11

月 17 日 デュッセルドルフ発 ................................................................................. 102 

【ハンガリー】 ......................................................... 103 

・ 景気後退で政府は 09 年予算案の見直し発表（ハンガリー）2008 年 10 月 20 日 ブダ

ペスト発 .................................................................................................................... 103 

・ 金融不安にひとまず落ち着き（ハンガリー）2008 年 10 月 21 日 ブダペスト発 105 

・ IMF などが 200 億ユーロの緊急融資決定−デフォルトは回避−（ハンガリー）2008 年

11 月 04 日 ブダペスト発 ....................................................................................... 106 

【フィンランド】 ....................................................... 108 

・ 信用保証に 500 億ユーロを準備（フィンランド)2008 年 10 月 22 日 ヘルシンキ発

 ................................................................................................................................... 108 

・ ロシアが丸太輸出関税再引き上げの延期を検討－金融危機の影響で－ （フィンラン

ド）2008 年 11 月 14 日 ヘルシンキ発 .................................................................. 109 

【フランス】 ........................................................... 110 

・ 大手 6 行に公的資金を注入−中小企業への貸し渋りを防止−（フランス）2008 年 10

月 23 日 パリ発 ........................................................................................................ 110 

・ 大統領が企業救済に政府系投資ファンド創設を提案（フランス）2008 年 10 月 27 日 

パリ発 ......................................................................................................................... 112 

【ブルガリア】 ......................................................... 114 

・ 自動車と建設部門に金融危機の影響が出始め (ブルガリア) 2008 年 10 月 24 日 ウ

ィーン発 ..................................................................................................................... 114 

【ベルギー】 ........................................................... 115 

・ 金融不安おさまらず、実体経済にも波及（ベルギー）2008 年 10 月 22 日 ブリュッ

セル発 ......................................................................................................................... 115 

【ポーランド】 ......................................................... 116 

・ 楽観論が大勢だが、信用不安対策も（ポーランド）2008 年 10 月 15 日 ワルシャワ

発 ................................................................................................................................ 116 

・ 移民労働者の雇用へも波及（ポーランド,アイルランド）2008 年 10 月 16 日 ワルシ

ャワ発 ......................................................................................................................... 119 

・ スイスフランの高騰で住宅ローン世帯に打撃（ポーランド）2008 年 10 月 28 日 ワ

ルシャワ発 ................................................................................................................ 123 

【ブルガリア・ルーマニア】 ............................................. 125 



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

 

・ 変調見えるブルガリア、抵抗力あるルーマニア−米国金融危機の影響−（ブルガリア,

ルーマニア）2008 年 10 月 07 日 ウィーン発 ....................................................... 125 

【ルーマニア】 ......................................................... 127 

・ 金融不安のルーマニア経済・ビジネスへの影響(ルーマニア) 2008 年 10 月 20 日 ブ

カレスト発 ................................................................................................................ 127 

・ ダチアも生産ライン 4 日間停止へ（ルーマニア）2008 年 11 月 04 日 ブカレスト発

 ................................................................................................................................... 129 

 

  



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

 

１．北米 

【米国】 

年内に 2,500 億ドルの公的資本を注入−政府が金融危機対策を発表−（米国）2008

年 10 月 16 日 ニューヨーク発 

 政府は 10 月 14日、金融危機対策を発表した（http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/10/20081014.html）。

10 月 10 日に開催された G7（財務相・中央銀行総裁会議）の行動計画を受けた具体的措置

で、a.金融機関への 2,500 億ドルの公的資本注入、b.銀行債務と当座預金（無利子預金）の

時限的な保証、c.コマーシャルペーパー（CP）の買い取り制度の具体化、の 3 つが柱。内

容を評価する声は目立つが、実体経済の先行き悪化懸念もあって、金融市場の安定化には

しばらく時間がかかるとの見方が多い。 

 

＜公的資本注入、銀行債務の保証、CP 買い取りが柱＞ 

 ブッシュ大統領は 10 月 14 日、金融危機対策を発表した。a.優先株の買い取りによる金

融機関への公的資本注入、b.連邦預金保険公社（FDIC）加盟金融機関を対象とした優先債

務（senior debt）と当座預金の時限的な全額保証、c. CP 市場への流動性供給のための CP

買い取り措置（CPFF: Commercial Paper Funding Facility）の具体化、の 3 つからなる。

ブッシュ大統領の発表後、ポールソン財務長官、連邦準備制度理事会（FRB）のバーナン

キ議長、 FDIC のベアー総裁は金融安定化策について共同声明を発表した

（http://www.treas.gov/press/releases/hp1206.htm）。 

 今回の措置は、10 月 10 日の「G7 行動計画を実行に移す」（ブッシュ大統領）ものであ

る。G7 では、以下の 5 つの項目からなる行動計画を採択していた。 

（1）システム上重要な金融機関の破綻を避ける 

（2）金融市場の機能回復と金融機関に対する流動性を確保する 

（3）必要に応じ、公的資金、民間資金の双方で金融機関の資本を増強する 

（4）預金保険・保証プログラムを頑健かつ一貫性のあるものにする 

（5）必要に応じ、証券化商品の流通市場を再開させるための行動をとる 

 

 これを受けて、10 月 13 日には英国を皮切りに、ユーロ圏諸国が相次いで金融機関への公

的資本注入や銀行債務の保証からなる金融安定化策を発表した。10 月 13 日が休日（コロン

バスデー）となっていた米国は 10 月 14 日の発表となった。 

 

＜大手 9 行に 1,250 億ドルの資本を先行注入＞ 

 財務省は、10 月 3 日に成立した金融安定化法で不良資産の買い取りや銀行債務の保証、

資本注入に最大 7,000 億ドルを用いることが認められているが、このうち 2,500 億ドルを

公的資本の注入に充て、年内に実施する。資本注入のポイントは以下のとおり。 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/10/20081014.html
http://www.treas.gov/press/releases/hp1206.htm
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○対象機関：米国の監督下にある銀行、貯蓄金融機関などで、各機関の申請を受けて、08

年 11 月 14 日までに財務省が選定 

○資本注入額：リスクウェイト資産の 1％が下限、同資産の 3％または 250 億ドルが上限 

○資本の形態：議決権のない優先株。当初 5 年間は年 5％、その後は年 9％の配当を支払う 

○ワラント：財務省は資本注入額の 15％に相当する普通株を購入する権利（有効期限 10

年）を有する 

○報酬制限：公的資金を受け入れた金融機関の経営者は財務省が定める報酬制限を受ける 

 

 財務省の発表（http://www.ustreas.gov/press/releases/hp1209.htm）によると、9 つの大

手金融機関が総額で 1,250 億ドルの資本注入を申請する意向を表明している。政府はさら

に「その他の数千の金融機関」の参加を期待している。資本注入プログラムはあくまでも

自発的な措置であるため、大手金融機関の自己申請というかたちをとっているが、「ニュー

ヨーク・タイムズ」紙（電子版）によれば、10 月 13 日に大手行の最高経営責任者がポール

ソン財務長官に呼ばれ、資本注入プログラムに参加するよう要請されたもようである。 

 また、各行からの正式な発表はないものの、同紙は大手金融機関の申請額 1,250 億ドル

の内訳について、バンク・オブ・アメリカ（救済買収予定のメリル・リンチ分を含む）、シ

ティグループ、J.P.モルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ（救済買収予定のワコービア

分を含む）の 4 つの大手商業銀行などが各 250 億ドル（計 1000 億ドル）、ゴールドマン・

サックス、モルガン・スタンレーの 2 つの元投資銀行が各 100 億ドル（計 200 億ドル）、バ

ンク・オブ・ニューヨーク・メロン（ニューヨーク州）、ステート・ストリート銀行（マサ

チューセッツ州）の地方銀行 2 行が各 20 億〜30 億ドル（計 50 億ドル）と伝えている。 

 なお、金融安定化法で財務長官に認められた資産買い取り・資本注入の当初枠は 2,500

億ドルで、大統領が議会に通知すればさらに 1,000 億ドルを追加することができる。当初

枠のすべてを資本注入に充てたため、ブッシュ大統領は 10 月 14 日、残り 1,000 億ドルの

使用を議会に通知した。1,000 億ドルは「不良資産の買い取りに充てる可能性が高い」（ゴ

ールドマン・サックス）。残り 3,500 億ドルの支出は議会が拒否権を発動しないことが条件

となるが、民主党のペロシ下院議長やオバマ候補はいずれも「今回の措置は正しい方向」

と評価しており、今後、民主党主導の議会が拒否権を発動する可能性は低い。 

 

＜銀行債務を 12 年 6 月まで保証＞ 

 FDIC は、取引が大きく減尐していた銀行間の資金取引を促進するため、09 年 6 月 30 日

以前に新たに発行された金融機関の優先債務（債務の期間は問わない）を 12 年の 6 月 30

日まで保証する。 

 当座預金は 09 年末まで全額を保護する。普通預金も含め預金保険の限度額は、金融安定

化法によって通常の 10 万ドルから 25 万ドルまで引き上げられていたが、企業が給与など

の資金決済に用いる当座預金は、残高が 25 万ドルを超えるものが多い。このため、09 年内

http://www.ustreas.gov/press/releases/hp1209.htm
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までの時限措置として全額を保護することで、中小企業の事業資金の保護と預金の流出を

防ぐ。 

 財源はいずれも対象金融機関からの保証料徴収で賄う。当初 30 日間の保証は無料とする

が、それ以降は優先債務は 0.75％の保証料、当座預金は 0.1％の追加保険料を徴収する。

FDIC による保証が不要と考える金融機関は 30 日の無料期間が過ぎた後にこの保証プログ

ラムから脱退することができる。 

 FRB による CP の買い取り制度は 10 月 27 日から実施する。

（http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20081014b.htm）。FRB が

設立する特別目的会社（SPV）がニューヨーク連銀と直接取引きするプライマリーディー

ラーから、高格付けの 3 ヵ月物ドル建ての CP を買い取り、ニューヨーク連銀が買い取り資

金を CP に融資する。SPV による CP の買い取りは 09 年 4 月 30 日までだが、必要があれ

ば FRB は延長できる。 

 

＜安定化策に対する評価は高いが、効果は先＞ 

 米国政府が当初の不良資産買い取り案から一気に金融機関の自己資本増強へと踏み出し、

政策の内容が改善した点を評価する声が目立つ。10 月 13 日にノーベル経済学賞を受賞した

プリンストン大のクルーグマン教授は「米政府が当初考えていた不良資産買い取りと異な

り、今回の資本注入は金融機関の回復につながる可能性を持っている」と評価している。「正

しいだけでなく、これしかない」（ロゴフ・ハーバード大教授）など不良資産の買い取り案

に反対していた経済学者は基本的に今回の措置を評価している。 

 一方、今回の安定策の効果が表れる時期については、慎重な見方が目立つ。そもそも安

定化策の実施までには時間がかかる。FDIC による債務保証はただちに実行されるが、資本

増強や不良資産の買い取り、CP の買い取りが実施されるのは 10 月末から 11 月上旪になる

見通しだ。このため、「この先、数週間はひどいニュースが続く」（ガムコ・インベスター

ズのガベリ会長）、「アナウンスだけでなく実行されることが重要」（ブルッキングス研究

所・エルメンドーフ氏）など市場動向に与える当面の影響は限定的との見方につながって

いる。 

 実際、ダウ工業平均株価は 10 月 13 日に前週末比 936.42 ドル高（同 11.08％高）と史上

最大の上げ幅を記録したが、10 月 14 日は前日の反動もあって前日比 76.62 ドル安に終わっ

た。短期金融市場の緊張度を表すロンドン銀行間取引金利（LIBOR）と安全資産である財

務省証券との利回りの差は高止まりしている（図参照）。  

http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20081014b.htm
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 また、今後悪化する可能性が高い実体経済を懸念材料として挙げる声も目立つ。ハーバ

ード大のロゴフ教授は、「景気後退は始まったばかりで、先行きには多くの課題が残ってい

る」と、実体経済の悪化がさらに金融システムに打撃を与える可能性を指摘する。このた

め、「事態が改善しない限り、対策の効果は表れない。銀行の相互不信は続いており、信用

市場の目詰まりはしばらくの間続く」（ルービニ・ニューヨーク大教授）との厳しい見方も

出ている。 

 景気悪化への対応として、「実体経済の悪化に歯止めをかける景気対策が必要」（カリフ

ォルニア大のアイケングリーン教授、デロング教授）との指摘も出ている。 

（水田豊、キャメロン・アクロイド） 

 

消費にも金融市場の混乱が波及−08 年 9 月の小売売上高−（米国）2008 年 10 月

16 日 ニューヨーク発 

 9 月の小売売上高は、市場の予測を下回り、前月比 1.2％の減尐となった。自動車業界は、

ローンやリース契約の枠が狭まり、新車購入が激減。また、これまで小売り全体の売り上

げを支えてきたウォルマートでも勢いが落ちている。9 月中旪から相次ぐ金融界の混乱が、

自動車をはじめ、各業界に確実に影響を与えていることが明らかになった。 
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＜売上高は 3 ヵ月連続で減尐＞ 

 商務省の 10 月 15 日の発表によると、9 月の小売売上高（季節調整済み）は前月比 1.2％

減（前年同月比 1.0％減）の

3,755 億ドルと、3 ヵ月連続

で減尐した（図 1 参照）。変

動の大きい自動車・同部品を

除く売上高は、0.6％減（同

3.6％増）の 3,105 億ドルな

ので、自動車部門に足を引っ

張られて急速に落ち込んだ

ことが分かる。なお、8 月の

売上高は速報値の前月比

0.3％減から 0.4％減に下方

修正された。  

 

 エコノミストの事前予測は、ダウ・ジョーンズ、ブルームバーグともに 0.7％減だったが、

減尐幅は予想に比べ 2 倍近くに達した。業種別では、ヘルスケアとガソリンスタンドを除

く全業種で減尐している。特に 2008 年に入り不振が続いていた自動車部門（前月比 3.8％

減）は、8 月（1.7％増）はプラスに持ち直し、小売り全体の減尐を抑えたが、9 月には再

び減尐し、全体に大きく影響し

た。このほか、家具（2.3％減）、

衣料（2.3％減）、家電（1.5％減）、

スポーツ用品（1.1％減）と、必

需品以外の部門が軒並み落ち込

んでいる（表１参照）。 

 第 3 四半期の合計も前期に比

べ急激に減尐している。グロー

バル・インサイトのエコノミス

ト、ベスーン氏は「第 4 四半期

も確実に悪化する」とコメント

する（ブルームバーグ 10 月 15

日）など、このまま景気後退入

りするとみる識者が多い。  

 

＜ローン審査の厳格化で新車購入者が激減＞ 
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 調査会社オートデータ

の 10 月 1 日の発表による

と、9 月の全米新車販売台

数〔スポーツ用多目的車

（SUV）などの小型トラッ

クを含む〕は、前年同月比

26.6％減の 96 万 4,873 台

と、ついに 100 万台を割り

込んだ（表 2 参照）。8 月

の販売台数がガソリン価

格の下落を受けてわずか

ながらも改善したことで、底入れの兆しを期待する声も挙がっていたが、9 月の結果はその

期待を大きく裏切った。年率換算（季節調整済み）した数値は 1,250 万台で、07 年の 1,619

万台に比べ大きく減り、91 年以来の低水準に落ち込んでいる。  

 部門別にみると、乗用車、小型トラック部門ともに全セグメントで 2 ケタ台の大幅減と

なった。どのセグメントも減尐幅が加速しているが、ミニバン・フルサイズバンの下げ幅

が相対的に小さい一因として、ゼネラル・モーターズ（GM）の大規模な販促活動が挙げら

れる。同社は社員割引のセールに続いて、フリートセールと呼ばれる企業向け量販セール

と、大規模に販促活動を展開し続けたことで、一部のモデルでは売り上げの改善もみられ

た。 

 ビッグスリーの販売台数は、GM28 万 2,806 台（前年同月比 15.6％減）、フォード 12 万

355 台（34.5％減）、クライスラー10 万 7,349 台（32.8％減）だった。日本勢は、ホンダ 9

万 6,626 台（24.0％減）、トヨタ 14 万 4,260 台（32.3％減）、日産 5 万 9,565 台（36.8％減）

で、各社とも急激に業績が悪化している。特に日産は 7 月、8 月で健闘しただけに、9 月の

落ち込みが目立つ。 

 大手金融機関の破綻など一連の金融不安から、自動車購入時のローン、リース契約の枠

が狭まり、新車購入が激減している。9 月末の 10 日間でディーラーへの客足は急速に落ち、

一度支払った頭金の返金を求める消費者すらあったと「ウォールストリート・ジャーナル」

紙（10 月 2 日）は報道している。また同紙は、大手ディーラーのオートネーションで、ロ

ーン審査の承認率が１年前の 90％から 60％に下がったとも伝えた。  

 

＜年末商戦に向けての見通しは暗い＞ 

 国際ショッピングセンター協会（ICSC）の 10 月 9 日の発表によると、大手小売店 36 社

の 9 月の既存店売上高は前年同月比 1.0％増とプラスを維持したものの、全体としては下降

傾向となった。引き続き、全体の売り上げを下支えしているのはディスカウントストア、

ドラッグストア、会員制量販店で、衣料品専門店と百貨店の不振は加速しつつある（表 3
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参照）。 

 業態別にみると、ディスカウントストア（前年同月比 0.9％増）、会員制量販店（7.4％増、

ガソリンを除くと 5.2％増）、ドラッグストア（3.8％増）が伸びているものの、ディスカウ

ントストアと量販店は、ここ数ヵ月に比べると勢いが落ちた。また、百貨店（9.8％減）、衣

料専門店（7.6％減）の落ち込みは深刻化している。 

 全体的に下降気味となった背景としては、ハリケーンの影響に加え、金融市場の混乱が

小売市場にも波及したことが挙げられる。J.P モルガン証券のアナリスト、グロム氏は「（デ

ィスカウントストアにまで広がる低迷は）これまで恐れていた最悪の事態よりもひどい」

と先行きを危ぶむコメントを出している（「ウォールストリート・ジャーナル」紙 10 月 9

日）。 

 主要既存店別にみると、

ウォルマート（2.8％増）、

ウォルグリーン（4.7％増）、

コストコ・ホールセール

（7.0％増）が健闘した。

しかしウォルマートです

ら、必需品以外の売り上げ

は伸び悩んだという。これ

から年末商戦を迎えるに

当たって、識者の見通しは

暗い。「ニューヨーク・タ

イムズ」紙（10 月 9 日）

は、ホリデーシーズン後に

小売店倒産の波が押し寄せることを懸念するアナリストもいるとし、経営コンサルタント

のヒラー氏の「過去 25 年間で最悪の年末商戦になろう」というコメントを紹介した。  

 

＜消費者心理は改善するも、再び後退の可能性＞ 

 民間調査機関のコンファレンスボードが 9 月 30 日に発表した 9 月の消費者信頼感指数

（1985 年＝100、注）は 59.8（速報値）で、8 月の 58.5（改訂値）から 1.3 ポイント上昇

した。現状指数は 58.8 で 8 月（65.0）から 6.2 ポイント低下、6 ヵ月先の景況感を示す期

待指数は、60.5 で 8 月（54.1）から 6.4 ポイント上昇した（図 2 参照）。 

 消費者信頼感指数は、エコノミストの事前予測（ダウ・ジョーンズ、ブルームバーグと

もに 55）を上回り、これで 3 ヵ月連続の改善となった。9 月の調査は、9 月 23 日までの結

果に基づいている。コンファレンスボード消費者リサーチセンターのディレクター、リン・

フランコ氏は、9 月の指数が改善した理由は単にガソリン価格の下落によるもので、9 月中

旪から相次いで起きている大手金融機関の破綻・買収が、9 月の結果にはまだ反映されてい



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

 

ないことを指摘した。また、「（金融市場の一連の混乱が収まり）ほとぼりが冷めるまでは、

期待指数にどれだけ影響を与えるか予測ができない」と今後への不安を示している。 

 9 月は現状指数が低下したが、他の指標でも消費者の景況感の悪化がみてとれる。景気が

悪いと答える消費者の割合は前月の 32.7％から 34.2％に、就職が困難と答える消費者の割

合は 31.7％から 32.8％に、それぞれ上昇した。  

（注）全米 5,000 世帯を対象に、毎月経済状態や雇用情勢について調査し、結果を指数化 

たもの。 

（松本貴子） 

 

信用収縮の影響で、景況感が全米で悪化−ベージュブック−（米国）2008 年 10

月 16 日 ニューヨーク発 

 10 月 15 日発表の地区連銀報告（ベージュブック）では、12 地区すべてで経済活動が弱

まったことが示された。融資基準の厳格化や銀行の資金調達手段の変化など金融市場が悪

化し、製造業、小売業、建設業をはじめ各業種に悪影響を及ぼしている。一方、価格上昇

圧力は石油価格の下落などにより緩和した。 

 

＜各地で金融市場が悪化＞ 

 ベージュブックは、全米 12 の地区連銀（図参照、注）がそれぞれの地区の経済状況につ

いて、地元企業などから収集した情報を基に作成するリポートで、連邦公開市場委員会

（FOMC）の約 2 週間前に公表される。今回は 10 月 6 日までの情報に基づき、シカゴ連銀

が取りまとめた。  
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 前回報告（9 月 3 日）では、地区によっては経済の安定や改善の報告が見受けられたのに

対し、今回は全地区で経済活動が弱まったことを示すものとなった。各地とも金融市場の

悪化に触れた。 

 銀行貸し出しは、個人向け、事業向けともに各地区で「横ばい」または「減尐」。クリー

ブランド、カンザスシティー、サンフランシスコは、延滞率上昇などローン資産の务化を

報告した。事業ローンと住宅ローンに当たっての融資審査の厳格化と担保の要求水準の引

き上げ（リッチモンド）、資産査定の厳格化（クリーブランド、ニューヨーク）など、複数

の地区で融資基準が厳しくなった。銀行倒産が相次いだことを受けて、自分の預金が保護

されているか問い合わせたり、預金を引き出したりする預金者の動きを報告する地区もあ

った。 

 また、複数の地区が、銀行間の貸出市場での流動性が低下したことに言及した。そのた

め、銀行がほかの資金調達手段を求め、連邦準備制度理事会（FRB）の窓口貸し出しやブ

ローカー預金（証券会社などを通して集める預金）を利用している（シカゴ）との報告も

あった。 

 

＜銀行貸し出しの厳格化が各業種に影響＞ 

 小売り、自動車販売、観光などの個人消費は、ほぼすべての地区で減尐した。小売業者

は、設備資金の調達が難しくなったり、借入金利の上昇に直面したりしている（ボストン）。

自動車販売は、多くの地区で、以前から低迷していた大型・高級乗用車に加え、小型乗用

車も減尐。複数の地区が、銀行からの自動車ローン借入枠の縮小を要因として挙げた。一

方、カンザスシティー、セントルイス、シカゴは、販売代理店の販促と割引キャンペーン

による売り上げの伸びを報告した。 

 製造業の活動も大半の地区で弱まった。製造業者の間で金融環境に対する不安が高まっ

ている様子を複数の地区が報告した。資金調達が厳しくなっていることから、将来予定し

ていた投資を控える製造業者も出てきているようだ（フィラデルフィア）。また、建設関連

業者の中には、銀行が融資を引き揚げたところもあるという（ボストン）。 

 製品内容でみると、建材・建設機器など住宅関連、鉄鋼など金属関連、自動車関連が引

き続き不振だった。輸出はカンザスシティー、リッチモンド、フィラデルフィア、シカゴ

では引き続き好調だったが、アトランタでは海外からの受注が減尐に転じた。エネルギー

関連産業と農業関連の重機製造業は、各地で好調を維持。ダラス、アトランタは、ハリケ

ーン「アイク」と「グスタフ」で石油生産・精製業が影響を受け、南東地域や東海岸地域

で石油・同関連製品の供給が減尐し、ガソリンの供給不足をもたらしたと報告した。 

 商業用不動産市場と建設活動は、ニューヨーク、サンフランシスコ、ダラスが急激な落

ち込みを報告したのをはじめ、大半の地区で鈍化した。複数の地区から、金融環境の悪化

や経済の先行き不安に伴う建設計画の中止や遅れが報告された。 

 住宅市場はボストン、ニューヨークなど 8 地区で悪化したが、クリーブランド、アトラ
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ンタ、カンザスシティーでは低迷の中にも底入れの兆しがみられた。また、複数の地区が

住宅価格の下落と、差し押さえの増加に伴う販売戸数の増加を報告したが、フィラデルフ

ィア、アトランタなど 4 地区は住宅在庫が減尐した。 

 サービス業もほとんどの地区で悪化した。複数の地区で、不動産と同関連の法律・登記

サービスが低迷。ボストンでは、顧客の業種を問わずコンサルティング需要が減尐した。

輸送サービスはクリーブランドとセントルイスで減尐、アトランタでは小売り・自動車・

建設関連の輸送が減尐した一方、エネルギー・農産品の輸送は増加した。ヘルスケア関連

サービスは、好調な地区（ボストン、リッチモンド、シカゴ）、低迷した地区（セントルイ

ス、サンフランシスコ）に分かれた。 

 

＜価格上昇圧力は一服＞ 

 価格上昇圧力は、石油価格の下落などに伴い、やや緩和した。輸送業者が燃油サーチャ

ージを引き下げた例や（クリーブランド）、需要が低迷している製造業者が値下げした例（ダ

ラス）が見られた。小売価格を見ると、割引の多用（フィラデルフィア、ダラス、サンフ

ランシスコ）、値上げスピードの鈍化や値上げ幅の縮小（リッチモンド、カンザスシティー）

などの報告があった。しかし、値上げを実施したか今後予定しているという製造業者や小

売業者もおり（シカゴ、ダラス、カンザスシティー）、一概にインフレ懸念が収まったとは

いえないようだ。 

 労働市場は全体的に弱まり、賃金上昇圧力は限定的だった。ただし、クリーブランド、

ダラス、カンザスシティーのエネルギー産業などでは、引き続き熟練技術者の引き合いが

強い。 

 プリンストン大学のポール・クルーグマン教授は、10 月 15 日の「ニューヨーク・タイム

ズ」紙電子版で、「ベージュが色あせて黒に（Beige fades to black）」と題し、今回のベー

ジュブックの結果について「リーマン・ブラザーズ（の経営破綻）後の金融市場の混乱が

起きる前に、既に実体経済の悪化が始まっていたことを示すものだ」と指摘した。 

 また、ベージュブックの発表に先立ち、FRB のバーナンキ議長が 15 日にニューヨークで

講演し、米国経済の現状について「金融市場と住宅市場（の低迷）が、引き続き実体経済

の弱さの主な要因だ。個人消費、企業の投資行動、労働市場も落ち込んでいる。貿易相手

国の景気悪化に伴い、これまでの（米国経済の）強さの源だった輸出も伸び悩むだろう」

と述べた。また、「金融市場がわれわれの計画どおりに安定しても、経済全体の回復には時

間がかかるだろう」との見通しを示した。 

（注）ボストン、ニューヨーク、フィラデルフィア、クリーブランド、リッチモンド、ア

トランタ、シカゴ、セントルイス、ミネアポリス、カンザスシティー、ダラス、サ

ンフランシスコの 12 地区。 

（森棟彩奈子） 
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連邦農業抵当公社が資本を増強−金融危機の農業・農村への影響（1）−（米国）

2008 年 10 月 16 日 シカゴ発 

 金融危機、信用収縮が、空前の活況を呈してきた米国農業・農村にも微妙な影を落とし

つつある。農業の足腰の強さを背景に、農家への融資が縮小するといった事態は起きてい

ないが、穀物相場や農業・食肉関係企業の株価が大きく下落するなどの不安材料に懸念が

高まっている。農業関係業界の動向を 2 回に分けて報告する。 

 

＜農務長官が懸念を表明＞ 

 農務省（USDA）のシェ

ーファー長官は10月1日、

現時点で危険な兆候は見

られないが、生産コストが

上昇している中で農家へ

の与信が継続されなけれ

ば、農家経済は困難に陥る

可能性があるとの懸念を

表明した。 

 USDA 発表の最新デー

タによると、記録的な穀物

価格の高騰と増大する農

産物輸出を背景に、2008

年 の 純 農 業 所 得

（ http://www.ers.usda.gov/

briefing/farmincome/data/n

f_t2.htm）は、史上最高とな

る 957億ドル（前年比 10.3％

増）と予測されているほか、

農家不動産価格も上昇を続

けており、対資産負債比率

（ http://www.ers.usda.gov/briefing/fa

rmincome/data/Bs_t5.htm）は 04

年の 11.3％から 9.0％まで減

尐するとみられている。一方、

農業総支出は、2,948 億ドル

（同 15.9％増）と予測されている（表 1、2 参照）。  

 農務長官の発言は、底堅い農家経済を念頭に置きつつも、原油や肥料価格の高騰に伴う

http://www.ers.usda.gov/briefing/farmincome/data/nf_t2.htm
http://www.ers.usda.gov/briefing/farmincome/data/nf_t2.htm
http://www.ers.usda.gov/briefing/farmincome/data/nf_t2.htm
http://www.ers.usda.gov/briefing/farmincome/data/nf_t2.htm
http://www.ers.usda.gov/briefing/farmincome/data/Bs_t5.htm
http://www.ers.usda.gov/briefing/farmincome/data/Bs_t5.htm
http://www.ers.usda.gov/briefing/farmincome/data/Bs_t5.htm
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生産コストの上昇に加え、金融危機、信用収縮の深刻化が農業部門に与えるマイナスの影

響を指摘し、活況を呈する農業・農村も、マクロ経済や金融市場の混乱の影響は免れられ

ない、との見通しを明らかにしたものだ。 

＜連邦農業抵当公社が資本を増強＞ 

 また、同じく 10 月 1 日には、連邦農業抵当公社（ファーマー・マック、注 1）が、優先

株式の発行により 6,500 万ドルの資本増強を行ったことを明らかにした。このうち 6,000

万ドルは農業融資協同組合（系統）組織（FCS、注 2）の会員から調達し、500 万ドルは累

積永久優先株をザイオン・バンコーポレーション（ソルトレークシティー）への売却で賄

った。 

 ファーマー・マックの資本増強が必要となったのは、政府管理下に置かれたファニーメ

イの株と経営破綻したリーマン・ブラザーズの証券を保有していたためだ。9 月に証券取引

委員会（USSEC）に審査書類を提出したことにより、ファーマー・マックは 6 月末時点で

ファニーメイの優先株 100 万株、4,720 万ドルを保有していたことが判明した。その後、政

府が、フレディマックとファニーメイの救済に当たり、債券保有者を保護する一方で、普

通・優先株の保有者への配当を差し止めた。株価の下落で、4,720 万ドルのうち約 4,400 万

ドルが帳消しにされ、残存価額は 320 万ドルまで落ち込んだ。 

 また、リーマン・ブラザーズに対してもエクスポージャーを保有し、6,000 万ドル相当の

投資を行っていたことが明らかとなっていた。この事態を受け、設立以来、最高経営責任

者（CEO）を務めてきたマイケル・ガーバー氏に代わり、ヘンリー・エドルマン氏の内部

昇格も合わせて公表された。 

 ファーマー・マックのこのような積極投資は、活況を呈する農業・農村経済に裏付けら

れた順調な経営の証であったともいえる。穀物価格が過去最高を記録し続け、農地価格も

上昇の一途をたどって、融資の担保としての価値が上昇した結果、ファーマー・マック傘

下における債務不履行は 95 億ドルと史上最低レベルとなっている。 

 

＜健全な農業金融システム＞ 

 フレディマックとファニーメイと類似の機能を持つファーマー・マックであるが、市場

には、80 年代の農業金融危機を経て設立されたファーマー・マックに対する規制の存在が、

資本増強で経営を継続することを可能とし、政府管理下に置かれた前 2 社との命運を分け

たと指摘する声もある。すなわち、ファーマー・マックは、農業金融監督庁（FCA）の中

の監督部署（Office of Secondary Market Oversight）の監督を受け、年度ごと、四半期ご

とに農業金融監督庁(FCA) 、USSEC に対する業務改善内容の報告やポートフォリオの開

示が義務付けられているほか、財政状況が大きく変化した際も同様の報告が求められてい

る。 

 

 未曾有ともいえる金融危機、信用収縮の中、ファーマー・マックの投資の損失が明らか
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になったものの、農家向け融資の縮小などの問題は表面化していない。これは、不良債権

の増大が惨事の引き金となった住宅金融に比べ、底堅い農業・農村経済と過去の教訓を踏

まえた農業金融システムが機能した結果といえるだろう。 

 しかし、米国では、市中（商業）銀行の農家向け融資の割合が高いこともあり、金融危

機が広がりを見せる中、農務長官が懸念を表明したように、農業・農村経済も無関係でい

られるという保証はない。現に、穀物価格や農業・畜産関係企業の株価の動向に、関係者

は懸念を深めている。 

 

（注 1）1987 年農業信用法に基づく貸付債権流動化機関。連邦住宅抵当公社（フレディマ

ック）、連邦抵当公庫（ファニーメイ）と同様の機能を持ち、農業ローンの買い取

り・証券化などを行う。80 年代の農業不況時、農業融資協同組合（系統）組織（FCS）

の不良債権処理を目的に設立された。具体的には、債権（貸付）者からのローン

の買い取り、信用リスクの引き取り（事前に農業抵当ローンを買い取るための長

期売買契約書を発行し、倒産・延滞があった場合に債権買い取りを行う）、スワッ

ププログラムを通じたローンの抵当付き証券への交換、適格農業抵当ローンによ

って保証された抵当付き債券の購入・保証を行う。 

（注 2）1916 年に設立され、農家への長期固定抵当融資を目的とする機関。現在、政府出

資はないが、FCA の監督を受ける。 

（三野敏克） 

 

農業・食肉関係企業の株価が急落−金融危機の農業・農村への影響（2）−（米国）

2008 年 10 月 17 日 シカゴ発 

 7 月以降の穀物価格の下落が止まらない。投機資金の動きのほか、好天による生産、在庫

量の回復傾向も相場を弱含みにしている一因だ。また、金融危機が拡大するにつれ、農業・

食肉関係企業の株価の下落も顕著になっている。今後の経済の動きは不透明感がぬぐえな

いが、個人消費、需要動向を占う意味でも穀物価格の底入れのタイミングが注目される。 

 

＜下落を続ける穀物価格＞ 

 10 月 10 日のシカゴ商品取引所（CBOT）の先物価格（1 ブッシェル当たり）は、トウモ

ロコシが 4 ドル 8 セント 1／4、大豆が 9 ドル 10 セントと、ともにストップ安を記録した

（注）。6 月末から 7 月にかけて史上最高値を記録した CBOT の先物価格は、わずか 4 ヵ月

足らずの間に、トウモロコシが約 48％、約 44％と大幅に下落した。10 月に入ってからは

断続的にストップ安を記録、9 月 29 日以降の 2 週間でともに 1 ドル下落している。 

 これは、インデックスファンドやヘッジファンドが大量の手仕舞い売りや解約に伴うポ

ジション整理をしているのに加え、景気後退の懸念の高まり、信用収縮、需要減退の見通

しなどから、穀物価格も株価や原油価格と同様の動きを示しているものである。 



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

 

 この流れに追い打ちをかけているのが基礎的要因だ。農務省（USDA）は 9 月 30 日と 10

月 10 日に最新の穀物在庫と需給見通しを公表したが、これによるとトウモロコシと大豆の

2007／08 穀物年度（07 年 9 月〜08 年 8 月）の期末在庫と 08／09 年度の生産量・期末在

庫は、いずれも市場の事前予測を大きく上回った。これは、08 年夏までの価格高騰や景気

後退による需要減退を反映して、07／08 年度の期末在庫が増加した結果、08／09 年度の期

首在庫が増加し、供給量の増加につながったためだ。 

 また、ハリケーンの影響が懸念された 9 月の降雤は結果的に土壌に適度な水分をもたら

す恵みの雤となり、トウモロコシの 1 エーカー（約 40 アール）当たりの単位収量を前月よ

り 1.8 ブッシェル引き上げた。大豆は 6 月の洪水後に行われた再作付けにより、作付・収穫

面積がそれぞれ 220 万エーカー引き上げられた。これらの結果、08／09 年度の期末在庫率

（09 年 8 月）は、トウモロコシが 9.1％（前月比 1.0 ポイント上昇）、大豆が 7.4％（前月

比 2.8 ポイント上昇）とやや改善し、これまで USDA が需給逼迫基調との見通しを示して

きたのとは対照的に、相場には弱材料となった。 

 

＜需要減退懸念が株価の下押し要因に＞ 

 CBOT の穀物の先物価格と歩

調を合わせるかのように、10 月

に入り、農業関係企業の株価（ニ

ューヨーク証券取引所）は、軒

並み急落している。ここ 1 年以

内の最高値と比較すると、世界

最大の農業機械メーカー、ジョ

ン・ディアは、10 月 7 日に 36

ドル（高値は 1 月 14 日 93.58 ド

ル）、化学肥料のモザイクは同じ

く 10 月 7 日に 33.91 ドル（6 月

17 日 161.01 ドル）、また、穀物・

バイオ燃料メジャーのアーチャ

ー・ダニエルズ・ミッドランド

（ADM）は 10 月 9 日に 15.29

ドル（4 月 21 日 47.79 ドル）、

同メジャーのブンゲは 10月 9日

に 42.87 ドル（1 月 14 日 132.34

ドル）となっている（図1参照）。 

 株価全体の低迷に加え、

USDA の公表にもあるように、
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景気後退による需要減退の見通しが強まったことが、農業関連企業の株価の下押し圧力に

なっているとみられている。  

 

＜食肉関係では買収・合併の動きも＞ 

 また、飼料価格高騰に苦しむ食肉関連企業の株価の下落も顕著だ。鶏肉業界 1 位のピル

グリム・プライドは、10 月 6 日に 2.17 ドル（07 年 10 月 1 日 35.44 ドル）まで下落。牛肉・

鶏肉業界 2 位のタイソン・フーズは 10 月 9 日に 10.71 ドル（08 年 4 月 21 日 19.35 ドル）、

豚肉業界 1 位のスミスフィールドは 10 月 8 日に 12.98 ドル（07 年 10 月 1 日 31.94 ドル）

まで下落した（図 2 参照）。食肉販売数量の大きな落ち込みは見られないものの、農業関連

企業と同様の理由に加え、食肉価格の下落、ドル高や中国の生産増加傾向による輸出の減

尐などが懸念材料となっている。 

 鶏肉に特化しており、バッファーがないために特に苦しい経営が続くピルグリム・プラ

イドは同業他社との合併がうわさされるほか、タイソン・フーズは優先株 2,000 万株の売

却や優先債権 4 億 5,000 万ドルの換金などによる 7 億 500 万ドルの資金調達を含めた 15億

ドルを軍資金に、海外を含めた企業買収による体力強化に意欲を示している。ジョン・タ

イソン会長は「世界（経済）で起こっていることを考えると、格安案件が出てくることも

あり得る」とし、負債償却、買収推進、戦略的投資によるビジネスの展開を図り、難局を

乗り切る考えを明らかにしている。  

 

＜懸念される農家経済への影響＞ 

 最近の穀物相場の動向は、外部市場からの投機資金が流入して先物市場の流動性が過剰

になり、これが価格を押し上げる大きな要因であったことを明らかにしつつある。また、

金融危機と信用収縮が、食料関係を含む商品需要や価格にも大きな影響を与えることも鮮

明になってきた。 

 このような状況の中、米国経済を下支えしているともいえる今後の農家経済への影響が

懸念される。投機資金の急激な流出による先物価格の下落は、先物市場でヘッジ取引をし

ていた穀物エレベーターなど集出荷・流通業者の採算を悪化させ、先物市場の流動性の減

尐は、これらの業者のヘッジを一層困難にする恐れがある。このような農家と直接取引を

行う集出荷、流通業者の信用悪化は、農家経済にも大きな影響を及ぼしかねないが、トウ

モロコシが 4 ドル、大豆が 9 ドルを探る展開の中で先物市場の価格の下落はどこまで続く

のか、市場の専門家の見方は、2 通りに分かれる。 

 下落が続くという見方は、金融危機と信用収縮で投機資金がさらに流出するとみられる

ことを根拠とする。一方、間もなく価格は下げ止まるとする見方は、やや改善されたとは

いえ、在庫率は依然として低水準にあり、基本的な需給動向は変わらず、バイオ燃料政策

による強い需要の下支えがあることを根拠とする。収穫期は価格が弱含みで推移すること

を念頭に置いた上で、農家経済、農業・食肉関係企業、個人消費などの動向を探るために
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も、穀物価格の底入れのタイミングが注目されている。 

（注）トウモロコシは 1 ブッシェル＝25.401 キロで 08 年 12 月限の価格、大豆は 1 ブッシ

ェル＝27.216 キロで 08 年 11 月限の価格。 

（三野敏克） 

 

テキサス州経済は強さを持続できるか（ヒューストン発）2008 年 10 月 23 日 

テキサス州は米国石油産業の中心地である。またピックアップ・トラックの販売台数が

全米 1 とされる。2006 年にはトヨタがピックアップ・トラック工場の稼動を始め、関連工

場の集積も始まった。しかしながら石油高騰に伴うピックアップ・トラックの販売予測の

下方修正からトヨタは 2008 年に 2 度にわたり生産調整を行っている。金融危機により米国

経済が混迷を続ける中、テキサス州の経済事情について政府機関幹部等の見解を集めた。  

 

＜失業率は上昇傾向＞ 

テキサス州の過去 4 カ月の平均雇用成長率は、全業種平均で 2.2％となっている。石油・

天然ガス産業はまだ強さを維持しているが、建設業や小売業には弱さが見える。 

2008 年 9 月のテキサス州失業率（季節調整値）は、前月の 5.0％から 0.1 ポイント上昇、

前年同期の 4.3％からは 0.8％上昇の 5.1％となったが、米国全体の失業率 6.1％を下回って

いる。 

テキサス州労働局長トム・ポーケン氏は 10 月 6 日、ザ・ヒューストン・コロニカルのイ

ンタビューに応え「テキサス州の雇用環境は量的には拡大を続けてきたものの 7 月から悪

化し始めている。州の失業率上昇は米国経済の混乱を反映している」と述べている。加え

て、「ハリケーン『アイク』後の 9 月は失業保険の申請が通常の平均申請件数の 3 倍を超え

る 10 万件強となっており、経済情勢悪化への備えが必要である」と強調した。ただし、全

11 業種のうち 9 業種は年間雇用成長率がプラス見込みとなるなど、多くの産業はまだ成長

を続けており、教育や医療サービス、レジャー産業などの雇用増は著しい。同氏は「国内

経済が苦境に立たされている割には、テキサス州は史上最大の雇用者数（労働力）を記録

するなど健闘している」とも付け加えている。  

 

＜懸念される先行き＞ 

テキサス州ペリー知事は 10 月 15 日、「人口の多い上位 10 州の中で、テキサス州は住宅

ローン焦げ付きによる打撃が最も小さい州の一つである。テキサス州の経済基盤は強固で

あり、年間所得成長率、雇用成長率、州内生産高などの経済指標をみてもテキサス州は全

米でナンバー1 であると最近のフィナンシャル・タイムズでも報道された。しかしながら、

他州が直面している経済不況の影響は、いずれテキサス州に及ぶことは間違いない。州内

の雇用水準はかつての健全なレベルから徐々に冷え込んでおり、テキサス州最大の電力会

社は信用市場の混乱や 9 月に州南東部を襲ったハリケーン『アイク』の被害の損失を和ら
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げるため、買収先を探すなどの動きもみられる」と述べている(テキサス州内の政府関係機

関と産業界の主要関係者が集うグレーター・ヒューストン・パートナーシップ・ランチョ

ンでの発言)。 

ペリー知事の指摘通り、これまでのところは、国内の景気低迷によるテキサス州のダメ

ージは、他州に比べて小さいといえる。しかし知事の懸念同様、地元 Compass 銀行のエコ

ノミスト、ナサニエル・カープ氏も「来月発表される銀行各社の第 3 四半期決算報告が第 2

四半期の内容より悪化することは間違いなく、今後も数四半期はこの傾向が続くだろう」

と予測している(サンアントニオ・エクスプレス・ニュース 10 月 15 日付)。また 10 月 20

日、ライス大学のロバート・スタイン教授(政治学)も、同大で行われたパネルディスカッシ

ョンにおいて「テキサス州の経済にはまだ勢いがあるが、経済不況や金融不安の波は四半

期遅れでテキサス州にも押し寄せてくるだろう」との見通しを示している。  

（平井 美佳、チャールズ・フレンゼル） 

 

金融危機前に景気は後退−消費者・中小企業への貸し渋りが今後本格化の恐れ−

（米国）2008 年 10 月 27 日 ニューヨーク発 

 米国経済は金融危機が始まる以前に本格的な景気後退に入っていたもようだ。直近の実

体経済データは 9 月中旪以降の金融危機の影響を十分織り込んでおらず、その影響は今後

本格的に表れる恐れがある。コマーシャルペーパー（CP）市場の縮小を受けて、主要企業

は銀行の既存融資枠を利用して資金を引き出す動きを強めている。予期せぬ貸し出しの増

大を受けて、資金調達を銀行に頼る中小企業や消費者への貸し渋りが懸念される。 

 

＜8 月以降、主要指標の不調が鮮明に＞ 

 米国経済は 2008 年夏から本格的な景気後退に突入していたもようだ。非農業部門雇用者

数の動きに見られるように、実体経済は 07 年 12 月がピークとなったものの、好調な世界

経済と戻し減税による下支えもあり、08 年 7 月まで落ち込みは緩やかなものにとどまって

いた。 

 しかし、8 月以降、家計や企業といった経済の主要部門の不調が鮮明になった。GDP の

7 割を占める個人消費（実質）は、総額約 1,000 億ドルの戻し減税による下支えを失い、6

月以降マイナス成長または横ばいの動きが続いている。8 月には、企業が一段の雇用調整に

踏み出したため、所得環境がさらに悪化した。9 月中旪以降の金融危機による株価下落で、

家計資産は大幅に減尐した。 

 企業部門の縮小も、8 月以降、顕著になった。鉱工業生産は 8 月に前月比 1.0％減、9 月

に 2.8％減（注）と落ち込みが続いている。企業部門を支えてきた輸出も、夏以降顕著にな

った世界経済の減速で、8 月は減尐に転じた（実質財輸出）。 
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 実体経済の急激な悪化は、9 月の経済指標の発表で一層明確になった。全米供給管理協会

（ISM）による製造業景況指数の大幅な悪化（8 月：49.9→9 月：43.5、10 月 1 日発表）、

非農業部門雇用者数の減尐幅拡大（8 月：前月比 7 万 3,000 人減→9 月：同 15 万 9,000 人

減、10 月 5 日発表）、小

売売上高の減尐加速（8

月：前月比 0.4％減→9

月：同 1.2％減、10 月 12

日発表）などが代表的だ。 

 これらを受けて、ブル

ーチップ調査（10 月 10

日）では、今後の景気後

退入りを予想するエコ

ノミストが初めて多数

派となった。全社平均で

は 3 四半期、予想内容の

下位 10 社では 4 四半期

のマイナス成長を見込

んでいる（図 1 参照）。  

 

 

＜9 月の金融危機に対し企業は銀行の既存融資枠で対応＞ 

 9 月の経済指標の悪化は著しいが、それでも金融危機の影響を十分織り込んでいないこと

に留意する必要がある。金融危機が深刻化したのは 9 月中旪以降だが、9 月は銀行間取引市

場での緊張にとどまっていた。家計が保有する金融資産への影響が大きいダウ工業平均株

価の急激な下落が始まったのは 9 月 30 日からだ（9 月 30 日の 10850.66 ドルから 10 月 10

日の 8451.19 ドルまで 8 営業

日連続で下落し、下落率は

22％に達した）。 

 

 金融危機の影響のうち実体

経済への直接の影響が懸念さ

れたのが CP 残高の急減だっ

たが、自動車大手ゼネラル・モ

ーターズ（GM）や小売り大手

シアーズをはじめとする主要

企業は、銀行からの既存融資枠
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の利用で対応している。例えば、GM は 45 億ドルの既存融資枠のうち残る 35 億ドル全額

の活用を 9 月 19 日に決めている。このため、融資基準の厳格化で増加ペースが鈍化してい

た商業銀行の事業向け融資残高は 9 月に入って急に増えている（図 2 参照）。  

 

＜金融危機の影響は今後顕在化する恐れ＞ 

 銀行は、証券化商品の評価損

などの不良債権処理で体力を

失いつつあるところに、予期せ

ぬ貸し出し増加に直面したこ

とになる。自己資本比率の維持

や今後の景気悪化に伴う不良

債権の増加に備えて、銀行は一

層の貸し出し圧縮を進めると

みられる。このため、8 月時点

で既に 10 年ぶりの前月比減尐

に転じた消費者信用（図 3 参照）

や資金調達を銀行に頼る中小

企業への影響が、今後、本格的に顕在化する恐れがある。  

（注）ただし、連邦準備制度理事会（FRB）によると、2 つのハリケーン（グスタフとアイ

ク）が 2.25％ポイント、航空機大手ボーイング社のストライキが 0.5％ポイント、それ

ぞれ 9 月の鉱工業生産を押し下げた。これらの影響を除くと 9 月の鉱工業生産は前月

比 0.1％減。 

（水田豊） 

 

新興国からの逃避資金がドルに集中−ドルが円以外の通貨に対し急伸−（米国）

2008 年 10 月 30 日 ニューヨーク発 

 

 ドルが円以外の通貨に対して大きく上昇している。ハーバード大学のフランケル教授と

JP モルガン・チェースの為替ストラテジストのコック氏はその理由として、新興国から流

出した資金が逃避先としてドルに集まっていると指摘する。コック氏は、先行きの金利低

下が見込まれない円はドル以上に魅力的な資金の逃避先となっており、円高ドル安傾向は

当面続くとみている。 
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＜ドルは対ユーロで 20％以上の上昇＞ 

 ドルが円以外の主要通貨に対

して大きく上昇している。特に、

対ユーロでは 2008年 4月 22日

の最安値（1 ユーロ＝1.601 ドル）

から 2 割以上も上昇し、10 月

27 日には 1 ユーロ＝1.2446 ド

ルと約 2 年半ぶりの水準に回復

した。実効為替レート（主要貿

易相手国通貨を貿易量で加重平

均して指数化したレート）でみ

ても、08 年 8 月に緩やかなドル

高に転じた後、10 月に入って急

上昇している（図参照）。  

 10 月 27 日〜28 日、ハーバー

ド大学のジェフリー・フランケル教授と JP モルガン・為替ストラテジストのガブリエル・

デ・コック氏の 2 人に為替市場動向の背景と見通しについて聞いた。 

 

＜質への逃避でドルに資金が集まる＞ 

問：ドル急伸の背景をどうみるか。 

 

フランケル氏：ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）に基づくというよりも、質への

逃避といっていいだろう。米国が金融危機の最中にあるのに、世界中からドルへ需要が集

まっているのは、やや驚きだ。皮肉だが、ドルは依然として逃避すべき「質」とみなされ

ている。ただし、逃避の対象は現金と米国債だけだ。 

コック氏：最近数ヵ月間、新興国市場から質への逃避で膨大な資金が流出した。ドルはそ

の恩恵を受けている。多くの金融市場で流動性が枯渇しているため、市場規模が大きく、

流動性の高い米国市場に資金が集まっている。世界経済の景気が悪化するときにドルが高

くなる過去のパターンとも整合している。 

 同時に 02年以来続いてきた世界規模でのレバレッジが現在、大きく縮小する過程にあり、

為替市場は新しい均衡を探し始めている。02 年以来続いてきたドル安の流れは変るだろう。 

 

＜当面、ドル危機の可能性は低い＞ 

問：7,000 億ドルに上る公的資本注入や景気悪化による財政赤字の拡大で、ドルの急落を懸

念する声もあるが、どうみるか。 
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フランケル氏：対外借り入れの大きさや信頼を失った金融市場など懸念すべき材料はある。

しかし、通貨危機が生じるには貿易赤字が大幅に拡大することが必要だ。景気後退で輸入

が大きく減尐するため、貿易赤字が大幅に拡大することはない。当面のドル危機の可能性

は低い。長期的にはドルの価値は下がると思う。 

コック氏：ドル危機の可能性はほとんどないとみている。公的資本注入は政府支出ではな

く、投資（資産の購入）だ。資産と債務が両建てで増加するため、政府の純債務残高が増

加するわけではない。 

 減税や歳出増に伴う財政赤字の拡大は、景気に対してプラスに働く。これはドルの価値

を下げるものではない。レーガン政権時に財政赤字とドル高が共存したのが良い例だ。 

 景気悪化に伴って米国以外の国でも財政が悪化するだろう。また、財政の悪化は（歳出

増や税収減という形で）成長を押し上げるプラスの効果もある。市場にとって重要なのは、

各国の相対的な経済や財政の状況だ。 

 

＜対ユーロでのドル上昇は自然な動き＞ 

問：対ユーロでのドルの上昇が著しいが、どうみるか。 

 

フランケル氏：ユーロに対してドルが弱すぎる状況が長く続いてきた。対ユーロでのドル

上昇はそれを修正するもので自然な動きだ。 

コック氏：ユーロがドルに対し、ここまで安くなったのには驚いている。確かに欧州の金

融機関は米国の金融機関に比べて脆弱（ぜいじゃく）だが、ユーロが大幅に下落するほど

大きな差があるとは思わない。 

 ロシアなどの新興国が自国通貨買い・ドル売りの為替介入をするドルを調達するために、

これまで外貨準備で蓄えたユーロを売っていることも背景にある。こうした動きは短期間

で収束するとみていたが、しばらく続きそうだ。ユーロは、1 ユーロ＝1.18 ドルまで下落

し、09 年第 1 四半期までその水準が続く。その後、09 年末にかけて緩やかに 1 ユーロ＝1.25

ドルまで上昇するとみている。 

 

＜円は現時点で世界最強の通貨＞ 

問：円高についてどうみるか。円のキャリートレード（金利の低い円で資金調達し、金利

の高い通貨で運用する資金調達・運用の手法）を解消して円を返済するために、円が買わ

れているとの見方もある。 

 

フランケル氏：最近の円高は、質への逃避と持続不可能な水準まで安くなった円の修正に

よるものだ。特にユーロに対し、円は大きく過小評価されていた。対ドルでは、しばらく

前まで円は安すぎるとはっきりいえたが、現在は分からない。均衡水準に近いのかもしれ

ない。ただし、1 ドル＝90 円を切る可能性は十分あるだろう。 



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

 

コック氏：米国と欧州ではともにレバレッジの解消が続き、政策金利も引き下げられる方

向にある。 

 一方、円には政策金利の先安感がないため、現時点(10 月 28 日時点)で円が世界で最も強

い通貨だ。この状況は当面続くだろう。09 年第 1 四半期まで 1 ドル＝87 円で推移した後、

09 年末にかけて 1 ドル＝100 円の水準に戻ると予想している。 

（水田豊、キャメロン・アクロイド） 

 

中小企業の資金調達は困難な状況−景況感の冷え込みはこれから本格的に−（米

国）2008 年 11 月 13 日 ニューヨーク発 

 中小企業向けローンを厳格化した金融機関の割合は 90 年の景気後退期や IT バブルの崩

壊期を上回る水準となった。公的な信用保証制度も有効に機能しておらず、資金を調達し

たい中小企業にとっては厳しい環境となっている。中小企業の景況感の冷え込みは今後本

格的に顕在化しよう。 

 

＜中小企業向けローンの基準は厳格化＞ 

 連邦準備制度理事会（FRB）が 11 月 3 日に発表した 10 月の「上級融資担当者調査（Senior 

Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices）」（注 1）によると、小企業（年

間売り上げ 5,000 万ドル以下）向けの商工業ローンで、「貸出基準 DI」（注 2）は 74.5 ポイ

ントと 7 月調査（65.3 ポイント）からさらに 9.2 ポイント上昇し、90 年の景気後退期や 2000

年の IT バブル崩壊期を上回る高水準となった（図 1 参照）。大手銀行の 65％は最低融資額

の基準を引き上げ、「良い顧客だけに多く貸し出す」という姿勢がみられる。  

 また、特に規模の小さい企業が依

存する傾向にあるクレジットカード

ローンや消費者ローンの貸し出し基

準も同様の動きを示しており、それ

ぞれ、58.8 ポイント（前期 66.6 ポイ

ント）、64.2 ポイント（同 67.4 ポイ

ント）と、過去最高を記録した前期

よりはいくらか緩和がみられるもの

の、いずれも 96 年度の調査開始以来

最も厳しい水準が続いている。また、

この調査によると、60％近くの金融

機関が主要顧客を除く既存のクレジ

ットカードの信用限度を低く制限し、また、60％の金融機関が消費者ローンの最低融資額

を引き上げて顧客の選別を図っている。 

 調査会社ラスムッセンが 10 月に発表した「ディスカバー・スモールビジネスウォッチ」
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（注 3）によると、借り入れを必要としている中小企業の 70％が「現在借り入れが困難な

状況」と回答している。 

 中小企業の借り入れを支援するはずの中小企業庁（SBA）が実施している保証プログラ

ムも利用は低調だ。08 年度（07 年 10 月〜08 年 9 月）に SBA が中小企業に提供したロー

ン保証「7（a）プログラム」は 6 万 9,434 件、127 億ドルで、07 年度（9 万 9,606 件、143

億ドル）に比べ減尐している。また、土地や建物といった固定資産取得のための長期融資

を提供する「504 ローン・プログラム」も 8,883 件、53 億ドルと 07 年度（1 万 669 件、63

億ドル）に比べ実績が落ちている。また、「ウォールストリート・ジャーナル」紙によると、

「7（a）プログラム」は 08 年 10 月の実績が前年同月比 50％とさらに低くなっている。 

 SBA のサンディ・バルア長官補は、この状況を「金融機関が信用基準を強化するととも

に、中小企業が先行きを不安視し資金需要が減るという、最悪の状態が続いた結果だ」と

説明している。しかし、潜在的な需要があるにもかかわらず、高い保証料〔7（a）プログ

ラムで 2〜3.75％。加えて、手数料が毎年残高の 0.5％発生〕と煩雑な申請手続きが利用を

阻害している、との見方も多い。 

 上院中小企業起業家委員会の議長であるジョン・ケリー議員（民主党、マサチューセッ

ツ州）は「SBA のプログラムは中小企業にとって重要な資金調達手段であるにもかかわら

ず、十分に機能していない」として、07 年来数度にわたり SBA に対し、プログラムの手続

きの簡素化と保証料の低減もしくは撤廃を申し入れており、11 月初旪にはブッシュ大統領

にも書簡を送付した。しかし、「金融安定化法は最初のステップとしては良いが、中小企業

にはその波及効果を何ヵ月も待つ余裕はない」というケリー議員の訴えにもかかわらず、

現在のところ制度改善への動きは見られない。 

 

＜中小企業の景況感の冷え込みは今後顕在化＞ 

 全米最大の中小企業団

体である全米独立企業連

盟（NFIB）が 10 月に発表

した中小企業へのアンケ

ート調査「エコノミック・

トレンド」によると、10

項目の指標を基に中小企

業の景況感を数値化する

「楽観指数」は、9 月に前

月の 91.1 ポイントから

92.9 ポイントに上昇した。

06 年 11 月から 23 ヵ月連

続で基準値の 100 ポイン
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トを下回ってはいるものの、08 年 5 月に 75 年 1 月以来最も低い 89.3 ポイントを記録して

以降、回復基調で推移している（図 2 参照）。  

 しかし、この数値は進行中の金融危機の影響を十分に反映していないことに留意する必

要がある。楽観指数の基となる各調査項目（図 3 参照）を見ると、今回の楽観指数の上昇

に大きく寄与しているのは「今後経済が好転する」の項目であり、調査時点での住宅金融 2

社への公的資金投入決定などサブプライム問題の一服感による希望的観測によるものと推

測できる。金融危機が深

刻化したのは 9 月中旪以

降だが、同調査でも、9

月 15 日までの回答から

算出された数値は 94.4ポ

イントであるのに対して、

9 月 16日以降の回答のみ

に基づく数値は 90.2ポイ

ントと前月の数値を下回

っている。中小企業の景

況感の冷え込みは、今後

本格的に顕在化するだろ

う。  

（注 1）調査は通常四半期ごとに実施されるが、FRB が必要と認めれば年 6 回まで調査頻

度が増やされる。 

（注 2）「貸し付け基準を強化した」と回答した融資担当者の割合から、「貸し付け基準を緩

めた」と回答した融資担当者の割合を差し引いたもの。 

（注 3）ラスムッセンが毎月中小企業 1,000 社を対象に行う電話聞き取り調査。 

（池田教） 

 

金融市場の混乱が交通インフラ整備に影－アトランタの交通機関が資金調達難

に－ （米国）2008 年 11 月 19 日 アトランタ発 

 金融市場の混乱が、国内の都市公共交通機関の整備や運営にも影響を及ぼしつつある。

ジョージア州アトランタでは、市内で公共交通を運営するアトランタ大都市圏高速交通局

（MARTA）の運営資金調達に AIG が保証を行っていたことによる問題が発生しているほ

か、空港の新ターミナル建設や新たな交通システムの整備にも、債券市場の混乱による資

金調達問題が発生している。 

 

＜リースバック契約の保証が問題に＞ 

 MARTA は、1971 年に設立されたアトランタ大都市圏における最大の公共交通機関で、
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アトランタ市や周辺の郡（カウンティ）などにより運営されている。市内に、東西と南北

に十字型に走る 4 路線（本線・支線を含む）の地下鉄を運営しているほか、地下鉄がない

地域にバスを運営し、1 日合計約 45 万人の利用者がある。 

 今回の金融市場の混乱で問題となっているのは、MARTA が 10 年以上にわたって行って

きた 20 件のリースバック契約である。この契約は、MARTA の線路などの固定資産や車両

などの動産を民間企業（主に銀行）に売却し、MARTA は当該の企業から資産をリースする

かたちにするものである。これにより、企業側は減価償却に係る税制優遇措置を得られる

とともに、MARTA は売却資金としてキャッシュを前倒しで受け取り、運転資金に充てるこ

とができる。 

 リースバックされた資産のリース料の支払いに関しては、保険会社による保証がなされ

る。MARTA の場合、ほとんどの契約で保証していたのが AIG であったため、AIG の債券

格付けの急落に伴い、保証が契約条件を満たさなくなり、リース元の企業から税制優遇利

益などの賠償を求められる可能性が出てきた。賠償額は最大で 3 億 9,000 万ドルに上ると

みられている。 

 MARTA 側では、このような支払いは財務能力上不可能であるとして、リース元の企業と

個別の交渉を行っている。また、連邦政府が進めている 7,000 億ドルの金融機関救済策の

一環として、連邦政府が AIG の保証を肩代わりすることを求めているものの、同様の問題

に陥っている大都市の公共交通機関はアトランタだけではなく、全米に多数あることから、

実現は容易ではないとみられている。 

＜債券市場の混乱で交通インフラ建設の遅れも＞ 

 離着陸機数・乗降客数で現在世界一の空港となっているアトランタ国際空港（ハーツフ

ィールド・ジャクソン国際空港）では、債券市場の混乱により新国際ターミナル建設資金 6

億ドルの調達の見通しがたたなくなり、計画に支障が生じている。このため、空港側では、

現在の空港債を公債の分類に変更することを検討しているほか、連邦政府に対し、補助金

または融資を打診しているとされる。 

 新国際ターミナルの建設が遅れた場合、この 10 月にノースウェスト航空との合併を実現

し、アトランタをハブとした国際線の拡大に意欲をみせているデルタ航空（本社アトラン

タ）の事業運営にも影響が予想される。 

 さらに、現在アトランタ市で計画されている、環境にやさしい公共交通の構築を目指す

「ベルトライン計画」にも影響が現れている。 

 ベルトライン計画は、アトランタ市周辺に残るかつての鉄道路線の跡地を利用し、市電

や歩道、公園、住宅地などを環状に整備しようとする計画で、ジョージア工科大学の学生

の修士論文が市当局に採用され、具体化が進められているというユニークなプロジェクト

である。 

 市当局は、用地買い上げの資金として 1 億 2,000 万ドルの債券を発行する計画だったが、

債券市場の混乱により、予定の金額を公開市場から調達できる見通しが立たず、約半分の
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6,450 万ドルを地元の銀行などから調達することとなった。残りの額については、09 年以

降金融市場が安定化した後、再び債券を発行して調達することとしている。 

 公共交通機関の発達が急激な人口の増加に追いつかず、自動車が通勤の主要な手段とな

っているアトランタ市において、ベルトライン計画は市民から期待されている新しいイン

フラ整備計画であるだけに、計画の順調な進展を望む声が強い。 

（斎藤健史） 

 

回復は 10 年以降にずれ込むリスク高まる （米国）2008 年 11 月 26 日 ニュー

ヨーク発  

 米国経済は 2008 年第 3 四半期のマイナス 0.3％成長を皮切りに、3 四半期連続のマイナ

ス成長が見込まれ、IT バブル崩壊と同時多発テロの影響を受けた 01 年以来の景気後退入り

が確実視されている。景気を反転させる要因として、連邦準備制度理事会（FRB）バーナ

ンキ議長は、a.住宅市場の安定、b.金融政策の刺激効果、c.信用市場の回復、d.米国経済の

潜在的な力強さと回復力、の 4 つを挙げる。ただ、09 年内はいずれも顕著な景気押し上げ

は期待できず、景気回復は 10 年以降にずれ込むリスクが高まっている。さらに、場合によ

っては一層の長期停滞もあり得る。 

 

＜8 月から始まった実体経済の悪化＞ 

 米国経済はさまざまな経済指標からみて 07 年末にピークを迎えたが、景気後退と呼ぶほ

どの大幅な悪化は 08 年 8 月に始まった。 

 第 1 に、米国経済の 7 割を占める個人消費は、7 月まで約 1,000 億ドル（GDP 比 0.7％）

に上る戻し減税の還付に支えられていたが、8 月以降はその支えを失った。この結果、個人

消費は最大の還付が行われた 6 月以降、良くて横ばい、ほとんどは前月比で減尐が続いて

いる。 

 第 2 に、過去 3 年間で成長率を平均 1％押し上げてきた輸出の鈍化が日本や欧州の景気減

速を受けて鮮明になった。実質財輸出は 8 月、9 月と連続で減尐した。 

 個人消費の本格的な調整と、唯一の明るい分野だった輸出の鈍化を受けて、8 月以降、企

業は本格的な生産調整に乗り出した。鉱工業生産は 8 月以降、減尐基調が明確になってい

る。設備投資の先行指標となる航空機を除く非国防関連資本財受注は 8 月以降大きく減尐

した。そして、最も重要な点として、企業が 8 月から、これまで慎重だった既存従業員の

大幅削減に踏み出した。浅い景気後退という楽観論の背景には、雇用調整に対する企業の

慎重姿勢があっただけに、8 月以降の雇用統計は楽観論をほぼ打ち消したといえる。 

 

＜実体経済の悪化を加速させた、9 月中旬以降の金融危機＞ 

 9 月中旪以降の金融危機は、すでに悪化がはっきりし始めた実体経済へのダメ押しとなり、

深い景気後退入りを決定的にした。 
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 07 年 8 月以来の金融市場の混乱を受けて、信用収縮を懸念する声が強かったが、その進

行は非常に緩やかだった。確かに、証券化市場を通じた資金調達はほぼゼロに落ち込んだ

ものの、銀行はオフバランス化していた傘下のファンド（SIV：Structured Investment 

Vehicle）をオンバランス化し、企業に対しては既存融資枠を通じた融資を提供するなど、

最終的な貸し手として機能し続けた。このため、08 年春まで商業銀行による事業向け貸出

の伸びはむしろ高まっていた。 

 しかし、バランスシートの膨張圧力、信用リスクの見直し、景気の先行き悪化懸念から、

銀行が融資基準を大幅に厳格化したため、08 年 4 月以降貸し出しの伸びは急速に鈍化し、9

月に入ると前月比で 04 年以来の減尐に転じた。9 月中旪以降の CP（コマーシャルペーパ

ー）市場の崩壊を受けて、ゼネラル・エレクトリックなどの有力企業までもが銀行の既存

融資枠を活用する動きを強めたため、銀行は一層のバランスシートの膨張圧力に直面した。

銀行は今後、新規与信にさらに慎重になり、金融面からの経済への下押し圧力は一層強ま

ることになる。 

 

＜住宅市場と金融市場の回復は 10 年以降か＞ 

 既に悪化していた実体経済に、9 月

中旪以降の金融危機が追い討ちをか

ける。この構図が鮮明となったため、

国内エコノミストのコンセンサス（11

月 10 日発表、ブルーチップ調査）の

予測は 09 年第１四半期までの景気後

退入りとなった（図 1 参照）。 

 コンセンサスは、09 年第 2 四半期に

プラス成長に転じるとみるが、何が景

気を回復させるのか。FRB のバーナン

キ議長は 10月 20日の議会証言で、（1）

住宅市場の安定、（2）金融政策の刺激

効果、（3）信用市場の回復、（4）米国

経済の潜在的な力強さと回復力、の 4

つを挙げた。 

 

（1）住宅市場では、需要（新築住宅販売）、供給（住宅着工）ともにピークからほぼ 3 分

の 1 にまで減尐し、調整が相当進んだことは確かだ。08 年 3 月から 7 月まで住宅販売はほ

ぼ横ばいで推移したため、販売の底入れが近いとの見方も現われた。仮に販売が底入れす

れば、10.4 ヵ月分（08 年 9 月末）にまで積み上がった在庫処理を 09 年半ばごろに終え、

その後、供給が緩やかな拡大に転ずるという展望も描けた。しかし、雇用情勢の急速な悪
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化を受けて、7 月までみられた住宅販売の安定は踊り場だった可能性が高まっている。住宅

販売がさらに落ち込めば、住宅供給の増加は 10 年へとずれ込むことになる。 

 

（2）金融政策の誘導目標となる政策

金利は既に史上最低水準に並ぶ 1％

まで下げられた。しかし、金融機関

による信用リスクの見直しを受けて、

実体経済にとって重要な住宅金利や

企業向け金利は、FRB が利下げプロ

セスを開始した 07 年 9 月よりもむ

しろ上昇している（図 2 参照）。この

ため、足下の景気刺激効果はほとん

どゼロといえる状況にある。 

 バーナンキ議長は金融政策の刺激

効果と信用市場の回復を別々に挙げ

たが、信用市場の回復は金融政策が

効果を発揮する前提条件となりつつ

ある。仮に信用市場の回復が思わしくない場合、バーナンキ議長は翌日物より長いターム

の金利引き下げを狙った非伝統的政策に踏み込むとの観測も出ている。それでも、金融政

策の効果が出始めるまでには尐なくとも半年程度の時間的遅れがあるため、09 年内の顕著

な押し上げを見込むことは困難だ。 

 

（3）信用市場の回復の見込みはどうか。7,000 億ドルの公的資本注入策の発表や連邦預金

保険公社(FDIC)による銀行債務の保証を受けて、短期金融市場は小康状態を取り戻しつつ

あるが、正常化にはほど遠い状況にある。08 年 10 月にサブプライム関連損失の推計額を１

兆 4,050億ドルと公表した IMFは、1ヵ月足らずで経済見通しを大幅に下方修正している。

景気悪化に伴う不良債権の増加を考慮すると、損失見込み額と必要な公的資本額はさらに

拡大する可能性が高い。 

 仮に、金融危機対応策を受けて、融資基準が 08 年第 3 四半期でピークを迎えたとしても、

過去の例をみるとその正常化には尐なくとも 2 年程度かかる。現行の政策を前提とする限

り、信用市場が 09 年内に回復する可能性は低いといわざるを得ない。 

 

 最後に、（4）米国経済の潜在的な力強さと回復力に関しては、当地エコノミストの間に

期待する声はそれなりにあるものの、過去の景気の牽引役となってきた家計が深いバラン

スシート調整に直面しているため、見方が分かれている。オバマ次期政権によるインフラ

整備中心の景気対策は、景気の落ち込みを最小限にとどめる効果はあっても、景気を回復
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軌道に乗せるのは難しいだろう。 

 

＜見方が分かれる家計の過剰消費体質の行方＞ 

 さらに、見通しには下振れリスクが多い。代表的なリスクとして、（A）信用収縮が経済

に与える影響、（B）家計の過剰消費体質の変化、（C）世界経済の景気後退の程度、の 3 つ

が挙げられる。 

 特に米国エコノミストの間で見方が分かれるのが（B）だ。住宅価格の低下と株価の下落

で家計の資産価値が大きく減尐する一方、これまで住宅ローンや消費者ローンで積み上げ

た債務は減尐しない。このため、家計は消費を切り詰め、増やした貯蓄を債務返済に回す

必要性に直面しているとの見方は共通する。例えば、JP モルガンは約 7 兆 4,000 億ドルの

純資産の減尐を受けて、個人消費は戦後最大の約 2％減尐すると試算する。しかし、こうし

た通常の調整に加えて、日本が 97 年に経験したように消費者マインドが大きく変化し、米

国家計の消費体質が根本的に変ってしまう事態を懸念する声もある。 

 

（C）に関しては、中国をはじめとする東アジア諸国の政策対応に依存するとの見方が多い。

健全な財政状況を保ち、豊富な外貨準備も持っているため、政策対応の余地が大きいとの

見方は、当地エコノミストの間に共通している。そもそも、今回の金融危機の遠因である

東アジア諸国の貯蓄過剰と米国、欧州の借入依存という世界経済の不均衡を、今回の危機

を機に是正すべきだとの見方も背景にある。11 月 15 日に実施された金融サミットを前に中

国が大規模な景気対策を発表したのは、こうした先進国の期待を先取りしたものといえよ

う。 

 世界経済が深い景気後退に陥ったり、米国家計の過剰消費体質に大きな変化があった場

合には、米国経済の長期停滞もあり得よう。世界経済は 97 年のアジア通貨危機以来拡大し

た世界経済の不均衡をいかに円滑に是正するかという課題に直面している。 

（水田豊） 

 

米国金融危機と今後の展望－バンカメのケネス・D.ルイス CEO の見方－ （米

国）2008 年 12 月 01 日 シカゴ発 

 混迷を深める米国金融危機の中にあって、大手銀行中ほとんど唯一、経営上の不安材料

を抱えていないといってもよいバンク・オブ・アメリカ。そのバンカメの最高経営責任者

（CEO）で会長兼社長でもあるケネス・D.ルイス氏が 11 月 20 日、シカゴの経営者クラブ

（The Executives’Club of Chicago）で、米国が直面する金融をめぐる諸問題について講

演した。そのポイントを紹介する。 

 

＜メガバンクとコミュニティーバンクの 2 極へ＞ 

「スタンダード・アンド・プアーズ（S＆P）500」に占める米国金融関連株式のシェアは、
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過去 17 年間で 8％から 22％へと拡大した。この事実そのものが、米国の金融サービス部門

が過剰に拡大していたことを物語っている。 

 銀行の役割とは、生産者がローン（融資）やクレジット（信用貸し）を得てビジネスを

推進できるよう、手助けをすることにある。言い換えれば、生産者をサポートするのが銀

行の役割である。しかし、今日の金融崩壊の引き金を引いたのは、ハイリスクな金融商品

の販売に従事したおびただしい数の無責任な住宅抵当金融業者や貪欲な投資銀行である。

バンク・オブ・アメリカは米国最大の銀行だが、そうした事業には関与せず、財務的にも

健全な経営を続けている。 

 将来、国内の銀行産業は、尐数の、恐らくは 5 ないし 6 のグローバル規模のメガバンク

と、何千という数の小規模で地域コミュニティ向けの銀行に 2 極化するだろう。信用市場

は、シンプルで透明性の高い商品を取り扱うことになる。住宅を抵当とする伝統的な金融

は、引き続き国民が住宅を取得する最も恒常的な手だてとして残るだろう。 

  

＜評価できる FDIC 補償額引き上げ＞ 

 会計検査院による政府の銀行監督業務は機能しており、連邦預金保険公社（FDIC）の普

通預金保険補償額引き上げ（10 万ドルから 25 万ドルへ）という迅速な対応も、前向きなも

のとして評価できる。 

 94 年からは、銀行が州をまたいで支店を設置するインターステート・バンキングも法的

に認められることになった。この流れにうまく乗った銀行は財務的に強化されたし、引き

続き健全経営を続けている。 

 

＜抵当融資機関をすべて連邦の規制と監督下に＞ 

 住宅抵当を規制するシステムは、州レベルでは完全に失敗した。州政府が認可した住宅

抵当ブローカーは、ローン返済能力のない借り手に対して住宅を抵当とした貸し付けを行

ってきた。こうした州政府認可の住宅抵当ブローカーは、州政府による法的規制の目を逃

れて営業活動を行ってきた。なぜそれが可能だったのか。この点は今後の解明を待たなけ

ればならない。 

 政府系金融機関であるファニーメイ（連邦住宅抵当公庫）とフレディマック（連邦住宅

貸付抵当公社）は、ハイリスクな抵当証券を二次的市場で購入し、それらの証券を何種類

も組み合わせ、抵当裏付け証券として公開市場で投資家に販売したが、このこともハイリ

スク住宅抵当依存の動きを加速し、火に油を注ぐ結果となった。 

 将来、すべての抵当融資機関は、連邦の規制と監督の下に置かれなければならない。ま

た、規模が大きくてグローバル・システム全体を危機に陥れる可能性のあるすべての米国

金融機関は、連邦政府の監督下に入るべきである。大統領と議会は、どの金融機関がグロ

ーバルでシステミックな危機を引き起こす可能性があるかについて、連邦のしかるべき機

関から報告を受けるようにすべきだ。 
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＜クライスラーは GM と合併すべき＞ 

 09 年の第 2 四半期までには、国内の住宅市場に転機が訪れるだろう。もしさらなる政府

の景気刺激策が導入されれば、この時期が早まる可能性もある。同様に、米国の GDP も

09 年中には上昇に転じよう。 

 ゼネラル・モーターズ（GM）、フォード、クライスラーのいわゆるビッグスリーが置か

れている状況については、最近見方を変えた。当初は、ビッグスリーは倒産するに任せ、

資産を売却した後で再建すればよいと考えた。しかし、現在では、米国の消費者は倒産企

業に対しては非常に厳しい姿勢を示すと思うに至り、考えを改めた。クライスラーは GM

と合併すべきだろう。政府資金は、GM とフォードが彼らの競争力を劇的に向上させる強力

なビジネスモデルを作り上げることを条件として、与えられるべきである。 

（ラルフ・インフォルザト、高士宗朗） 

 

金利政策から量的緩和政策へシフトか－バーナンキ FRB 議長が講演－ （米国）

2008 年 12 月 08 日 ヒューストン発 

 連邦準備制度理事会（FRB）のバーナンキ議長は 12 月 1 日、テキサス州オースティン商

工会議所主催の講演会で、金利政策、流動性政策、金融システム安定化政策の重要な 3 つ

の取り組みに触れ、長期国債の購入で市場に大量の資金を供給することは可能だ、と語っ

た。 

＜金利引下げ効果は限定的＞ 

 議長はまず「FRB は、既に政策金利を 1％まで引下げており、さらなる利下げは実行可

能ではあるが、名目金利をゼロ以下にはできないため、金利政策はどうしても制約を受け

てしまう」と述べた。 

 これは、景気を支えるためにこれ以上の利下げを行ったとしても、国内経済に与える影

響には限界があり、現時点での金利政策の効果はあまり大きくない、との見解を示したも

のだ。 

 

＜量的緩和策に期待＞ 

 一方、FRB の「第二の矢」である流動性供給は依然有効であると述べ、以下のように具

体的な方策について語った。 

○長期国債などを相当量購入することにより市場に大量の資金を供給することは可能であ

る。これにより、これら債券の利回りに影響を与え、需要全体を刺激することができる。 

○主要国との通貨スワップにより、重要な海外市場でドル資金の流動性を向上させること

もできる。 

○最近コマーシャルペーパー（CP：企業が短期資金調達のために発行する無担保約束手形

の一種）市場で実施したように、CP の買い取りを行うなど金融機関に対してだけではなく、
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金融市場に直接流動性の補強を行う方策もある。これにより、銀行や主要ディーラーを飛

び越えて、信用市場での借り手や投資家に直接流動性を供給することができる。 

○ただし、当然のことながら、究極的には、市場参加者自身が資本力をつけ、バランスシ

ートを再構築し、リスク管理を改善することが必要である。 

 

＜課題は長期的なバランスシートの正常化＞ 

 議長は基本的に市場原理を尊重し、政府が市場介入するのは例外的な状況下に限るべき

だと前置きした上で、個人的見解として、巨大金融機関の破綻など、金融市場が既に甚大

な脅威にさらされて金融安定性が無視できないほどもろい状況にある場合には、政府の介

入も必要になる、と語った。 

 

 現在の FRB の状況について、「流動性供給の拡大は FRB のバランスシートの肥大化をも

たらしてしまった。長期にわたりインフレを回避し、短期金利を最終的に正常な水準に戻

すためには、FRB のバランスシートをさらに持続可能なレベルまで戻していく必要がある

が、これはまだ先の話だ」と述べ、政策の最終目標は金融市場と経済の支援であると強調

した。 

 

＜景気回復はしばらく時間を要する＞ 

「FRB やほかの政策当局の努力にもかかわらず、米国経済は依然極度の緊張下に置かれて

いる。金融市場の混乱がいつまで続くかを判断することは難しく、経済を取り巻く不安定

さは異常なまでに大きい。景気後退から回復するにはしばらく時間がかかるだろう」と、

経済復興が容易ではないことに危機感をにじませながら語った。 

 最後に、「FRB は、財務省、連邦預金保険機構（FDIC）やほかの機関とともに、金融市

場でのシステミックリスク（個別の金融機関の機能不全が金融システム全体に波及するリ

スク）を最小化するために、必要なあらゆる手段をとっていかなければならない」と力説。

「米国経済が持つ活力や回復力を頼りに、国内や海外のパートナーが遂行している政策が、

ゆくゆくはわれわれの金融システムに対する自信を取り戻させ、力強い成長につながるも

のと信じている」と締めくくった。 

 次回の連邦公開市場委員会（FOMC）は 12 月 15～16 日に開催の予定。エコノミストの

多くが、バーナンキ議長が利下げに踏み切るのではないかと予想している、との報道もあ

る。 

（平井美佳） 
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FRB、量的緩和政策に移行 （米国）2008 年 12 月 18 日 ニューヨーク発   

 

 連邦準備制度理事会（FRB）は 12 月 16 日、連邦公開市場委員会（FOMC）を開催し、

フェデラル・ファンド・レート（FF レート）の誘導目標値を 1％から 0～0.25％に引き

下げることを決めた。政策金利がゼロ金利に達したことから、今後は住宅ローン担保証

券（MBS）や資産担保証券（ABS）の買い取りなどを通じて金融市場の機能支援や景気

刺激を進める考えを示した。長期国債買い取りを検討していることも明らかにしたが、

社債など新たな買い取り対象資産は明らかにしなかった。低金利は長期化するとの観測

を受けて、ドルは主要通貨に対して下落している。 

 

＜政策金利は史上最低水準に達するも、ほぼ現状追認＞ 

 声明文で示した誘

導目標だけで評価す

れば、FRB は非常に

積極的な対応をとっ

たといえる。政策金

利の引き下げ幅は

0.75～1％で、0.5％

という大方の予想を

上回った。誘導目標

は史上最低水準に達

し、ゼロ金利も容認

した。金融調節の操

作目標として FF レ

ートを採用して以来、

初めてターゲットレンジ制にも踏み切った。 

 しかし、実際に FF レートの誘導目標が果たす役割は非常に小さくなっている（注 1）。

FRB による大幅な流動性供給を受けて、FF レートの実効金利は誘導目標を大きく下回っ

て推移してきた（注 2）。過去 1 週間の平均実効 FF レートは平均 0.14％で、すでに新た

な誘導目標の圏内にあった（図 1 参照）。 

 従って、FF レートの水準に関する限り、今回の誘導目標引き下げによる追加の利下げ

効果はほとんど見込めない。むしろ、今回の政策決定の第 1 の狙いは、金融政策の操作

対象を政策金利から「FRB のバランスシートの大きさを高水準に維持するその他の方法」

に移したこと、すなわち量的緩和の採用を公式に表明することにあったといえよう。 

 



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

 

＜低金利の継続を示唆し、時間軸効果を狙う＞ 

 しかし、これでは現状追認で景気刺激効果がほとんど生じない。このため、FRB は「あ

らゆる手段（all available tools）を採用する」との姿勢を示した上で、特に「弱い経済

情勢は、例外的に低い水準の FF 金利が当面（for some time）続くことを正当化する可

能性が高い」との見方を示した（表参照）。 
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  低金利を当面続けるとの姿

勢を示すことで、市場の短期金

利の予想経路に働きかけ、長期

金利を引き下げる効果（時間軸

効果）を狙うものだ。実際、今

回の声明文発表を受けて、FF 金

利の市場予想は大きく低下した

（図 2 参照）。「より長い期間の

財務省証券を買い取ることの潜

在的な利点を検討している」と、

FRB 内部の検討状況について異

例の説明を行ったことからも、

長期金利への働きかけをFRBが

念頭に置いていることがうかが

える。 

 ただし、質への逃避などで 2

年物国債の利回りは 6 月以降、

10 年物国債の利回りは 11 月以

降、低下基調にある。確かに、

これらの長めの期間物金利の低

下にも一定の効果はあるが、問

題となっている社債利回りなど

の高騰への対応としては、直接

的な効果があるかは未定である

（図 3 参照）。現在の国債利回り

と Baa 債利回りとのスプレッド

が縮小しない限り、例え 10 年物

国債の金利がゼロになったとしても、Baa 債の利回りは金融危機直前の 07 年 7 月の水準

をわずかに下回る程度にしか下がらない。 

 むしろ、企業や家計の調達金利を直接引き下げる方が、実体経済を迅速に刺激する効

果が見込めるだろう。実際、FRB は 11 月 25 日に住宅系政府支援機関〔GSE：ファニー

メイ、フレディマック、連邦住宅貸付銀行（FHLBs）〕の関連債務の買い取り（最大 1,000

億ドル）、住宅系 GSE が保証する住宅ローン担保証券（MBS）の買い取り（5,000 億ド

ル）を表明して以来、住宅金利は 04 年来の水準にまで低下している。これを受けて、住

宅ローンの申請件数も急増している。 
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 今回の声明では、GSE 関連債務や MBS の買い取り総額を増額する用意があると踏み

込んだが、社債など新たな買い取り対象資産は明らかにしなかった。 

 

＜ユーロなどに対してドルが下落＞ 

 企業や家計の調達金利引き下げ

という経路を通じた景気刺激には

まだ時間がかかるとみられるが、

為替レートを通じた効果は既に表

れ始めている。対円では 8 月半ば

以来、ドル安円高の動きが続いて

きたが、これに加えて、12 月に入

ってからはユーロなど円以外の主

要通貨に対してもドルは急速に下

落しつつある（図 4 参照）。 

 ドル安の背景には、米国の財政

赤字拡大への懸念によるドル離れもあり得るが、もっとも基本的な要因は、米国の低金

利が長期にわたるとの観測を受けて、内外金利差からドルを売り、円やユーロなどほか

の通貨を買う動きが進んだことだろう（注 3）。今回の FOMC を受けて、ドルは 1 ユーロ

＝1.40 ドルにまで下落し、対円でも再び 1 ドル＝90 円の水準を割り込んだ。 

 ドル安は米国の輸出にとって好材料だが、日本の輸出企業にとっては一層の収益悪化

要因となる。今回のFRBの利下げで日米の政策金利は逆転した（日本の政策金利は0.3％）。

12 月 18 日、19 日に予定される日本銀行の金融政策決定会合の内容次第では、さらに円

高が進む恐れがある。 

 

（注 1）企業への最優遇貸出金利は、FF レートの実効レートではなく、誘導目標に連動

しており、企業の利払い費減尐を通じた景気へのプラスの効果はある。 

（注 2）FRB は 10 月 9 日、準備預金と超過準備預金への付利を開始した。これにより、

FF 金利を誘導目標水準近辺に維持する一方で、無限に FRB のバランスシート

を拡大することが理論上可能になると見込まれていた。実際には、FRB に準備

預金を持たない政府支援機関などが準備に支払われる金利よりも低い金利で資

金を貸し出したことが一因となって、誘導目標と実効レートが大幅に乖離する

状況が続いてきた。バーナンキ議長は講演でこうした実情に触れている。 

（注 3）バーナンキ FRB 議長は 12 月 1 日の講演で、FRB が長い期間の財務省証券やエ

ージェンシー債を市場から大規模に購入することで、利回りに影響を与えるこ

とが可能だと述べた。 

（水田豊） 
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【カナダ】 

景気後退について見方分かれる−底固いが、米経済への依存強い−（カナダ）2008

年 10 月 21 日 トロント発 

 米金融危機で高まった世界的な資金調達圧力に対し、連邦政府は流動性を与えるため金

融機関から保証付き住宅ローンを買い取る政策を打ち出した。ただし、国内の金融機関は

比較的健全で公的資金を注入するまでには至っておらず、また国内の経済指標も底固い。

その一方で米経済への依存度は極めて高く、景気後退入りについてはアナリストの間で意

見が分かれている。 

 

＜金融機関への公的資金注入はなし＞ 

 連邦政府は 10 日、政府 100％出資公社であるカナダ抵当融資・住宅公社(CMHC)を通し

て、金融機関から保証付き住宅ローンを最大 250 億カナダ・ドル（以下、C ドル）で買い

取ることを発表した。クレジット市場の混乱で一部困難になっている長期の資金調達に対

し流動性を与えることが目的。14 日に総選挙を控えていたハーパー首相は、米国の Bailout

（緊急救済策）と違い税金の投入が行われないことを力説するとともに、カナダの金融シ

ステムは健全であるとした。事実、住宅ローン全体に占めるサブプライム・ローンの割合

も米国の約 20％に比べて全体の 5%未満と低い。ワールド・エコノミック・フォーラムの

世界競争力調査（9 日発表）でも、カナダの金融システムは世界一健全とうたわれており、

公的資金注入の必要性はないとしていた。 

 その後 G7 共同声明が発表されると（10 月 14 日調査企画課発）、国内金融システムが競

争上、不利にならないようにあらゆる処置を講じるとの姿勢に転じた。総選挙で勝利を収

めたハーパー首相は、15 日に臨時国会を召集し定例金融財政報告を前倒しで行うなどの 6

つのアクションプランを発表した。だがその内容は、具体性に乏しいものだった。実体経

済への余波が一部の経済指標にしか現れていない上に、国内ではいまだ米金融危機のイン

パクトを誰も把握できていないからだ。 

 

＜国内経済指標は底固いが、米経済への依存強い＞ 

 米金融危機後に公表された足元の

経済指標（9 月）は予想以上に好調な

数字が続いている。雇用指標は、7 月

に入り非農業雇用者数増減が 4,900 人

減とやや弱含んだものの、8 月に 3,300

人増、9 月には 9,200 人増と回復して

いる（図 1 参照）。景気の先行指標で

ある住宅着工件数も 5 ヵ月連続で前年

割れを起こしているものの、トロント
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市内のコンドミニアム建設ブーム

もあり歴史的な平均水準である 20

万件で安定して推移している。  

 もっとも、家計の資産に影響を

与える住宅価格は値下がり傾向に

転じ、トロント証券取引所 S＆P／

TSX 総合指数は、ほかの株式市場

と同様に売りの展開が続いており、

08 年の過去最高値より 4割近く下

落している（図 2 参照）。ただし、

住宅価格は需給バランスから考え

ると緩やかな調整が入っているに

過ぎず、株式の家計資産に占める

割合も米国に比べて尐ない。コモ

ディティ価格も歴史的には高水準

といえ、所得の伸びは緩やかに続

き、個人消費への影響は深刻なも

のにはならないとの見方が強い。  

 むしろ注目が集まるのは、第 3

四半期にはマイナス成長に転じる

と予想される米個人消費市場の停

滞度合いである。国内経済が好調

でも、GDP の約 3 割を米国への輸

出に頼るカナダでは、米個人消費

の縮小による悪影響は避けられな

い。特に米景気減速と C ドル高に

苦しんできた製造業、とりわけ自

動車関連や住宅販売に伴う耐久消

費財はさらに厳しい時期を迎える

と予想される。06 年初めには、米

住宅市場や自動車市場は人口に比

例してカナダ市場の約 10 倍の規模を持っていた。カナダ市場は安定して推移する中、米市

場は急速に縮小、08 年第 3 四半期に入り米国の住宅着工件数はカナダの約 4 倍に、米新車

販売台数はカナダの約 7 倍にまで縮小している（図 3、図 4 参照）。  
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＜製造業を中心に実体経済に波及、景気後退については見通し分かれる＞ 

 カンファレンス・ボード・オブ・カナダは、08 年の自動車輸出を前年比 19％減と予測。

製造業のレイオフを皮切りに全産業に波及し、個人消費を押し下げると予測する。事実、

ゼネラル・モーターズ（GM）のオシャワトラック工場閉鎖やそれに伴うマグナ・インター

ナショナル社などカナダ大手自動車部品企業のレイオフに加えて、金融危機によりダイム

ラーAG によるトラック工場閉鎖など自動車関連企業の雇用調整は加速している。日系企業

の間では「今のところ為替以外の影響はさほど大きくない」（複数の日系企業）との声が多

いものの、米デトロイト・スリーと関係の深い企業の中にはレイオフや生産を停止する企

業もみられる。トヨタ・モーター・マニファクチャリング・オブ・カナダ（TMMC）も現

在建設中のウッドストック第 2 工場の生産計画を修正しており、08 年後半から 09 年にか

けては「大幅な減益は避けられない」（複数の日系部品会社）と述べた。 

 

 カナダ経済の見通しは、米国

の金融安定化策（2008 年 10 月

16 日記事参照）の効果が表れる

時期、度合いによって、大きく

変わってくる。アナリストの間

でも、実質経済成長率の失速は

避けられないが、景気後退に入

るかどうかについては意見が分

かれる。スコシア・バンクは 08

年第 4四半期から 09 年の第 3 四

半期までの 4 期連続のマイナス

成長を予測、BMO キャピタル・

マーケッツのシェリー・クーパー・チーフ・エコノミストも住宅価格や株式市場の低迷に

より個人消費が減速、08 年第 4 四半期から景気後退に入ると予測する。その一方で、カン

ファレンス・ボード・オブ・カナダや RBC 銀行、TD 銀行などの他のエコノミストは、底

固い内需が下支し景気後退を防ぐとの見方を維持している。（図 5 参照）  

（樽谷範哉） 

 

資金調達が困難に、輸出は減尐−米金融危機の影響−（カナダ）2008 年 10 月 23

日 バンクーバー発 

 米国のリーマン・ブラザーズの破綻は、カナダ西部のブリティッシュ・コロンビア州で、

同社が資金を供給していた建設プロジェクトの一時停止というかたちで直接的な影響を与

えた。また、金融市場の混乱による資金調達コストの上昇は、企業再編の動向にも影を落

としている。輸出産業では、海外での需要減や信用低下により輸出が減尐している。 
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＜リーマンの破綻でコンドミニアム建設が中断＞ 

 バンクーバー南部のサレー市で、リーマン・ブラザーズが資金を供給していたコンドミ

ニアム 5 棟の建設プロジェクト（1 棟が完成・分譲済みで 2 棟が建設中）が、新たな資金調

達をすることができず、工事が中断されている。 

「グローブ・アンド・メール」紙（10 月 17 日）は、このプロジェクトのリファイナンス

（資金の再調達）を扱っている弁護士の「今後、資金調達に行き詰まるプロジェクトが出

ても驚かないし、これから資金調達はますます困難になるだろう。ここ数ヵ月でプロジェ

クトから引き揚げる顧客が増えている」という談話を紹介している。また、「バンクーバー・

サン」紙（10 月 20 日）は、この建設現場から数ブロックしか離れていない建設中のマンシ

ョンで、火災と不動産市場の不調のため工期が尐なくとも 4 ヵ月遅れることになり、購入

者の不安が増大している、という記事を掲載している。 

 

＜資金調達コストが上昇し企業再編が頓挫＞ 

 国内のエネルギー最大手エンカナ（本社カルガリー）が 12 月に予定していた同社の石油

部門とガス部門への分割は、資金調達コストの急上昇や金融市場の混乱などを理由に延期

された。「グローブ・アンド・メール」紙（10 月 16 日）によると、直近の同社の社債発行

金利と国債金利のスプレッド（金利差）は 4 ポイントとなっており、2 ヵ月前の 2 ポイント

から急拡大している。 

 一方、もう 1 つの大型案件である非鉄大手のテック・コミンコ（本社バンクーバー）に

よる石炭採掘企業フォーディングの買収は、資金調達が危惧されていたものの、予定どお

り実施される見込みである。当地金融関係者の間では、この案件以降、大規模な M＆A の

実施は難しくなるのではないかといわれている。 

 また、バンクーバーには資源探査を行う小規模企業、いわゆる「ジュニアカンパニー」

が数多くあるが、これらが資金調達をするのが難しくなってきているという。関係者によ

ると、資金調達ができないジュニアカンパニーの中には、日系企業を資金の出し手と再認

識しているところもある。 

 

＜輸出減で製材工場が閉鎖＞ 

 米国での住宅バブルの崩壊は、木材の価格下落と輸出減尐というかたちで、ブリティッ

シュ・コロンビア州の主要輸出産業である製材業に深刻な影響を与えている。太平洋沿岸

部では米国向けの割合が低いため影響は比較的小さいが、州の内陸部は米国向けの割合が

高く、工場閉鎖、伐採の削減などにより減産が続いている。資源価格の急落に伴う最近の

カナダ・ドルの下落は輸出産業にとっては朗報だが、それで需要の落ち込みと価格下落を

相殺できるかどうかは疑問である。 

 ほかの製造業でも同様な状況で、「グローブ・アンド・メール」紙（10 月 17 日）は、内
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陸部のケロウナ市にある国内最大のボート製造会社であるカンピオン・マリーンが、米国

の需要減尐により生産を 40〜50％減らし、従業員数も 195 人から 125 人に削減したと報じ

ている。 

 

＜海外の買い手の信用力低下で輸出が滞る＞ 

 輸出産業では、買い手側の信

用力低下により輸出が滞って

いる。「ナショナル・ポスト」

紙（10 月 16 日）は、中国のバ

イヤーが信用状（L／C）を開

設できないため、中国や韓国向

けのパルプ輸出ができない状

態になっていると報道してい

る（同紙によると、ブリティッ

シュ・コロンビア州のパルプ輸

出の約 30％は中国向け）。08

年 1〜8 月の通関統計では、中

国向け輸出だけが大きく減尐

した様子は見られないが（図参

照）、関係者からの聞き取りで

は、北京オリンピックの直後から中国からの注文がほとんどない状態だという。これがオ

リンピック終了による需要減なのか、信用不安によるものなのかは現時点では不明だ。  

（松岡裕之） 
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２．欧州 

欧州中銀、11 月に再利下げも（欧州）2008 年 10 月 28 日 デュッセルドルフ

発 

 10 月 27 日にマドリードを訪れたトリシェ欧州中央銀行（ECB）総裁は、11 月 6 日の政

策理事会で再利下げを検討する意向を表明した。ECB として市場や経済を支えていく姿勢

をあらためて強調した格好だ。同日、円レートの過度な変動に関する 7 ヵ国財務相・中央

銀行総裁声明も出された。しかし、どれだけ効果があるかは疑問で、さらなる施策を迅速

に行うべきだとする意見も出ている。 

 

＜異例の明確な表現で再利下げ検討を表明＞ 

 トリシェ総裁は、監査法人 KPMG などが 10 月 27 日にマドリードで開催したイベントに

出席し、「11 月 6 日の ECB 政策理事会で再利下げを議論することは可能と考える。再利下

げは必ず、ということではなく、可能ということ」と語った。直截（ちょくせつ）的な表

現で再利下げの可能に言及することで、市場や経済を支えていく姿勢をあらためて示した。 

 トリシェ総裁は、ECB の政策の基本目標が物価の安定であることをあらためて強調した

上で、足元の商品価格の下落や、需要の減退によりインフレリスクが減尐したことを考慮

に入れて、10 月 8 日の利下げを決定したと述べた。その上で、「その後、さらに価格上昇リ

スクが減尐している」と、次回政策理事会時の再利下げが可能と判断する理由を述べた。

主要報道によると、当地エコノミストは主に、政策金利が現在の 3.75％から、0.5 ポイント

引き下げられると予測している。 

 

＜金融や市場の安定にもたらす効果に疑問の声も＞ 

 一方、同じ日に、7 ヵ国財務相・中央銀行総裁会議が、円レートの変動に関する共同声明

を出した。声明では、「最近の為替相場における円の過度の変動並びにそれが経済と金融の

安定に対して悪影響を与え得ることを懸念」するとした上で、「引き続き為替市場をよく注

視し、適切に協力する」と表明した。10 月 27 日の円為替レート（ECB 発表）は 1 ユーロ

＝115.75 円で、前営業日比で 1.65 円の円高だった。 

 ドイツの経済専門紙「ハンデルスブラット」電子版（10 月 27 日）は最近の株式市場の下

落について、金融業界が保有株式を売却して資産を圧縮する動きをしていることによるも

ので、終わりが見えないとしている。最近の円高についても、市場関係者から、金利の安

い円を調達してドル圏やユーロ圏の株式など金融商品や、原油などの商品相場に投資する

円キャリー取引のポジションを解消する動きとする見方が出ている。 

 エコノミストや市場関係者は、各国中銀の一連の施策に一定の評価をしながらも、世界

的に市場が混乱する中でどこまで効果があるのか、と懐疑的なようだ。問題が金融だけで

はなく、株式市場や実体経済にも広がりつつある中で、複合的な対策を各国が協調して打
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ち出せるか、さらに、対策の遅れによる一層の事態の悪化が懸念される中で迅速な調整を

行えるのかが、今後の動向を左右しそうだ。 

（小谷哲也） 

 

【ＥＵ】 

金融安定化に向け欧州主要国首脳が緊急会合へ（EU） 2008 年 10 月 01 日 ブリ

ュッセル発 

 EU 議長国フランスのサルコジ大統領は、金融安定化に向けた対応を検討するため、世界

レベルで緊急首脳会議を開くよう提案した。首脳会議に先立ち、フランス、ドイツ、イタ

リア、英国に加え、トリシェ欧州中央銀行（ECB）総裁、バローゾ欧州委員会委員長、ユ

ンケルユーログループ議長らが出席する準備会合を近く開催する。同時に欧州委員会は、

金融サービス分野の体制強化に向けて資本要求指令に関する修正案を 10 月 1 日に発表する。 

 

＜数週間内には世界レベルの首脳会議も＞ 

 サルコジ大統領は 9 月 29 日、金融安定化への対応を話し合う世界レベルでの首脳会議の

準備のため、欧州主要国が近くパリに集まる予定だと述べた（「フィナンシャル・タイムズ」

紙電子版 9 月 29 日）。 

 報道によると、パリ会合にはフランス、ドイツ、イタリア、英国が参加し、ECB のトリ

シェ総裁、欧州委員会のバローゾ委員長、ユーロ圏非公式財務相会合（ユーログループ）

のユンケル議長（ルクセンブルク首相兼財務相）も出席する予定だという。 

「われわれは（金融の）不安定化に屈してはならず、銀行を支援しなければならないが、

構造的な問題がある。新たな国際金融システムの基盤を構築するために提案している（世

界レベルの）首脳会議を数週間のうちに開催したい」とサルコジ大統領は述べた。 

 

＜金融サービス分野に新たな規制導入か＞ 

 欧州委は今回の金融危機を教訓に、今後の金融サービス分野の体制強化が必要であると

し、マクリービー委員（域内市場・サービス担当）は資本要求指令（CRD：the Capital 

Requirements Directive）の修正案を 10 月 1 日に発表する。 

 マクリービー委員は 9 月 22 日、「今回の事態が終わった後、金融サービス分野は今とは

異なる状況になると予想され、同様に今とは異なる規制の枠組みを持つことになろう」、「資

本要求指令の修正案は債務残高の管理を向上させ、複合型資本の調整による資本の質を向

上させるであろう」と欧州議会で説明した。 

 修正案により EU レベルでの監視も向上することが見込まれるという。特に、巨額な債

務残高について、修正案は市場で起こる不測の事態の影響を受けやすい銀行に関するルー

ルを改善するとされる（「ユーロポリティクス」紙 9 月 30 日）。 

（清水幹彦） 
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欧州委、銀行等の自己資本に関する指令の修正案を発表−金融システムの安定

化、銀行管理の改善めざす−（EU）2008 年 10 月 03 日 ブリュッセル発 

 欧州委員会は 10 月 1 日、銀行などの自己資本に関する指令の修正案を発表した。金融シ

ステムの安定を強化し、投資家が負うリスクの低減と EU 加盟国で国境を越えて操業する

銀行の管理の改善を目的とする。 

 

＜大口エクスポージャーを制限＞ 

 修正案では、銀行の限度を超えた融資を制限、加盟国の監督当局が集合体として国境を

越える銀行グループの活動を監督すること、などが提案されている。 

 現行の資本規制に関する指令（the Capital Requirements Directive:2006／48EC、2006

／49／EC）は、銀行と投資会社の金融の健全性を確実にすることを目的とする。 

 同指令は、銀行や投資会社がそれぞれのリスクに対応でき、顧客を保護できる程度の金

融資産を持つことを事業の条件として求めている。その内容については定期的な更新、金

融システムが求める改善が必要だ。修正案では、大口エクスポージャー（金融資産のうち

市場の価格変動リスクにさらしている資産の割合）について銀行の連鎖的破綻を避けるた

め、銀行間エクスポージャーを自己資産の 25％、または 1 億 5,000 万ユーロのどちらか高

い方に制限するほか、国境を越えた銀行グループの監視、銀行資産の換算方法、流動リス

ク管理、証券化商品に関する規則についても改善するなどの修正が図られている。 

 今回の修正は、2008 年 3 月の欧州理事会（EU 首脳会議）の議長総括で、サブプライム

問題による金融の混乱によって、資本要求指令の改正案を 08 年 9 月までに提示するよう欧

州委が要請されたことを受けたもの。また議長総括は、09 年 4 月までに修正案を採択する

よう要請している。今回の金融危機を受けて、欧州委は 10 月 1 日に修正案を発表すること

になっていた（2008 年 10 月 1 日記事参照）。 

 欧州委のマクリービー委員（域内市場・サービス担当）は「新しいルールは EU の銀行

や金融システムを規制する枠組みを抜本的に強化する。修正案は、現在直面している金融

の混乱に対して賢明でバランスのとれた対処になると確信している。厳密さ、透明性、慎

重さが健全で安定した金融システムの要になる」と語った。 

  

修正案は欧州委のウェブサイト（http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm）

で閲覧することができる。 

（清水幹彦） 

  

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm
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金融安定化に向け中期的な制度改正が狙い−銀行の自己資本に関する指令の改

正案−（EU）2008 年 10 月 08 日 ブリュッセル発 

 欧州委員会は、銀行などの自己資本に関する指令の改正案を、金融危機の再発防止に向

けた中期的な対応と位置付けている。改正案では、指令に基づいて各国が実施措置をとる

まで、尐なくとも 2 年の猶予が与えられることとなっており、現在の金融危機を解決する

ものではないが、現状より金融が安定することを想定し、金融市場への信用と金融機関の

耐久性の強化を目指している。 

 

＜改正案は今の危機を解決するものではない＞ 

 欧州委員会は、10 月 1 日に発表した（2008 年 10 月 3 日記事参照）銀行などの自己資本

に関する指令〔資本要求指令（the Capital Requirements Directive）：2006／48／EC お

よび 2006／49／EC〕の改正案について「改正案は今後の資本規制に関する枠組みの強化

を目的としており、現在の金融危機を解決するものではない」との見解を示している。 

 欧州委は、金融危機に対し短期と中期の 2 つの対応があるとする。短期的には、これま

でどおり欧州中央銀行（ECB）と各国中央銀行が流動性の問題に、加盟国政府が構造的な

問題に、それぞれ対応する。 

 中期的には、欧州委が金融危機の再発を防止するための規制枠組みの強化を継続する。

各国は 2010 年 1 月 31 日までに国内で実施措置をとり、将来的には現状より金融が安定す

ることを想定し、そうした時期に金融市場への信用と金融機関の耐久性を強化することを

目指す。 

 

＜銀行は限度を超えた融資を制限される＞ 

 改正案はまず、大口エクスポージャー（金融資産のうち市場の価格変動リスクにさらし

ている資産の割合）の管理の改善を挙げ、銀行は限度を超えた融資を制限される。国境を

越える銀行グループの監督、銀行資産の換算方法、流動性リスク管理、証券化商品に関す

る改善も挙げている。 

 特に大口エクスポージャーの管理について、流動性が危機にあるときに貸し付けを引き

締めることは正しい対応かとの疑問に対し、欧州委は「銀行もリスクを負っており、銀行

が他行に負うエクスポージャーを制限するのは急務である」、「大口エクスポージャーを能

動的に管理する必要があると考えるが、小規模銀行、協同組合銀行、貯蓄銀行といった金

融機関の資金調達と投資オペレーションなどの業務を過度に制限しないアプローチを採っ

た」と説明する（注 1）。 

 預金保証制度については「EU 内の銀行へのすべての預金は指令（注 2）により最低 2 万

ユーロまで保証されており、一部の加盟国ではこれを上回る額を保証している」とした上

で、「加盟国政府が困窮に陥った銀行を安定させるため、迅速に対応した事実が重要である。

加盟国政府の最重要事項は預金者の保護である」と強調した。 
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＜預金保証額を最低 5 万ユーロに引き上げ＞ 

 さらに欧州委は、預金者の信用を補強するための一層の改善、特に預金の保証水準と払

い出しにかかる時間を改善することにしていたが、ルクセンブルクで開催した経済・財務

相理事会（ECOFIN）は 7 日、預金保証額を最低 5 万ユーロに引き上げることで合意した。 

 10 月に入りアイルランドやドイツで全額保証を導入する動きが先行したため、経済・財

務相理事会で検討することになった。この決定を受けて、ベルギー政府は最低保証額を 2

万ユーロから 10 万ユーロに引き上げることを決定した。 

 なお、銀行などの自己資本に関する指令の改正案は、金融安定と金融機関そのものを対

象とするため、預金保証制度は直接扱っていない。預金者の権利については、預金保証制

度指令の改正を通して、強化する予定である。 

（注 1）とりわけこれら中小銀行にとっては、エクスポージャーを分散することは必ずしも

容易ではないことから、指令改正案では、大口エクスポージャーの上限を自己資

産の 25％か 1 億 5,000 万ユーロかどちらか高い方とし、中小銀行のために後者の

基準を導入している。 

（注 2）預金保証制度に関する指令 1994／19／EC（Directive on Deposit Guarantee 

Schemes） 

（清水幹彦） 

 

EU 首脳会議、金融危機で包括的取り組みを採択（EU）2008 年 10 月 20 日 ブ

リュッセル発 

 EU 各国首脳は 10 月 15〜16 日の欧州理事会（EU 首脳会議）で、EU 全体として包括的

に金融システム安定化に向けて取り組んでいくことで合意した。また、グルジアをめぐる

問題に関しては、ロシアの南オセチアとアブハジア周辺地帯からの軍隊撤退を歓迎したが、

ロシアとのパートナーシップ協定の交渉再開で意見が割れた。 

 

＜金融危機対策室の設置を決定＞ 

 EU 首脳会議は、新たな取り組みとして、金融危機対策室（the financial crisis cell）の

設置を決定し、欧州委員会委員長、欧州中央銀行（ECB）や各国中銀の総裁、各国首脳ら

が一体となって、迅速かつ効果的に金融危機に対応するための体制を整備することで合意

した。また、国境を越えて展開する金融グループの監督体制を強化する方針を打ち出すと

ともに、銀行などの自己資本に関する指令（資本要求指令）改正に関する作業や、欧州委

が近々改正案を提出予定の格付け機関に関する規則など、金融システム安定化に向けた取

り組みの迅速化を支援することで合意した。 

 そのほかに、公的支援を受ける銀行などの役員報酬が高額であることに対する批判が強

まっているため、企業役員の報酬の適正化について、加盟国に対し何らかの措置を取るよ

う要請した。 
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 また、予算政策については、安定・成長協定は引き続き遵守しなければならないとした

ものの、協定で認められている通り現在の例外的な状況を反映した形で適用されるべきで

あるとし、柔軟な対応に含みをもたせた。 

 2008 年下半期 EU 議長国フランスのサルコジ大統領は今回、国際的な金融システムの安

定化を目指して改革の必要性を強調した。欧州委のバローゾ委員長も、銀行の資本規制、

預金保証制度、会計基準の見直しなどの対応策を歓迎するとともに、グローバル化が進む

金融市場のもと、欧州だけの対応だけでは十分でないと指摘。サルコジ大統領とともに、

グローバルな金融システムの安定化を目指して、新たな枠組みを協議するグローバルな国

際対話の機会創出が必要であると力説した。 

 

＜エネルギー供給源・供給ルートを分散化＞ 

 議長総括では、エネルギー安全保障について、電気・ガスの域内市場に関する立法化パ

ッケージを早期にまとめることを要請するとともに、エネルギー効率化アクションプラン

の実施推進、エネルギー源の分散化、市場の透明性の確保、一時的な供給混乱に対応する

ための危機管理メカニズムの構築、液化天然ガスターミナルの整備などの基本インフラの

整備の必要性がうたわれた。 

 さらに、供給源、供給ルートの分散のため、エネルギー資源産出国、パイプラインの通

過国らとの関係強化を表明。09 年春にその時の議長国であるチェコの主催でカスピ海諸国

とパイプラインの通過国による会合が開催される予定であることを歓迎すると述べている。 

 

＜対ロシア関係で足並みそろわず＞ 

 他方、EU 首脳会議は、グルジア問題に関して、ロシア軍の南オセチアとアブハジア周辺

地帯からの撤退の動きとともに、両地域の安全と地位に関するジュネーブでの国際協議開

始を歓迎した。ただし、首脳会議の議長総括は、欧州委員会と理事会に対して、11 月 14

日にフランスのニースで開催予定の EU・ロシア首脳会議に向けて、対ロシア関係を慎重に

検討していくとの表現にとどまった。ただ、モルドバ、グルジア、ウクライナなど東方近

隣諸国との関係は強化することで合意した。 

 EU27 ヵ国首脳は今回、ロシアとのパートナーシップ協定の交渉再開をめぐって、意見の

一致をみることができなかった。当地報道資料によると、EU 議長国フランスをはじめ、大

多数の加盟国がパートナーシップ協定交渉の再開に向けて、今回のロシアの取り組みを評

価した。しかし、エストニア、リトアニア、ラトビア、ポーランド、スウェーデン、デン

マーク、チェコ、英国など 8 ヵ国が、南オセチアとアブハジア周辺地域からの撤退だけで

は不十分であるとの認識を示したという。 

 このように EU・ロシア首脳会議前までの交渉再開の見通しが暗くなる中、ソラナ共通外

交・安全保障上級代表は「欧州委や理事会で開始された対ロシア関係の検討が終わり次第、

交渉は再開されるだろう」との見通しのもと、EU・ロシア首脳会議前の交渉再開に期待感
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を示した。ルクセンブルクのアッセルボルン外相も記者団を前に、「ニースでのロシアとの

首脳会議開催後、直ちに交渉は再開されるだろう」との見解を示した。 

 

＜リスボン条約発効を目指し再協議へ＞ 

 また今回の EU 首脳会議では、アイルランドにおけるリスボン条約批准否決を受けて、

カウエン同国首相が分析結果を報告した。12 月開催予定の次期 EU 首脳会議で今後の取り

組みに向けた解決策を協議することで合意した。欧州議会のポテリング議長は、09 年 6 月

の欧州議会選挙を見据え（注）、「次期首脳会議は、近い将来にリスボン条約発効を目指す

道筋をつけるべく、意見の一致をみなければならない」と語った。 

 

＜賢人会議のメンバー承認＞ 

 なお、EU 首脳会議は、07 年 12 月の首脳会議で設置が決まった賢人会議に関して、ゴン

ザレス議長（スペイン元首相）らが提示した 9 人のメンバーを承認した。賢人会議は EU

の将来を議論するために提唱された会議であり、今回の議長総括で出来る限り早く議論を

進めることが明記された。 

（注）現行の条約とリスボン条約とでは全体の議席数、および各国に配分される議席数が

異なるため、欧州議会では欧州議会選挙前の発効を求める声が強い。 

（岩田知統） 

 

市場の関心は金融危機から実体経済の先行きに（EU,ユーロ圏）2008 年 10 月

20 日 ブリュッセル発 

 欧州各国政府は 10 月 13 日に銀行支援策を相次いで発表したが、株価にはっきりした上

昇気運は見られない。景気後退への懸念が原因とみられ、関心は金融危機から実体経済の

先行きに移行しつつあるとの報道が目立つ。経済指標の悪化、消費意欲の減退、企業業績

の下方修正が報告されるなど、欧州経済の先行きは厳しさを増しているとの見方が多い。 

 

＜ユーロ圏首脳、公的資金注入などに合意＞ 

 主要 7 ヵ国財務相・中央銀行総裁会議後の 10 月 12 日、ユーロ圏 15 ヵ国首脳は英国のブ

ラウン首相、欧州委員会のバローゾ委員長、欧州中央銀行（ECB）のトリシェ総裁も加わ

る緊急首脳会議をパリで開いた。 

 各国首脳らは公的資金による金融機関への資本注入、銀行間取引の政府保証などに合意

し、共同行動計画を採択した。同会議を主催したフランスのサルコジ大統領は「われわれ

は自信を持つことができ、また持つべきだと欧州全諸国の国民に伝えたい」と発言し、不

安の払拭（ふっしょく）に努めている。 

 欧州産業連盟（ビジネスヨーロッパ）のセリエール会長は「首脳会議は、ECB やその他

の中央銀行の緊急利下げに続き、欧州の経済通貨同盟を強化する上で重要だった。われわ
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れはこうした行動が信頼を回復させ、企業と家計の支出が回復するよう期待する」と行動

計画を評価した。 

 また、ビジネスヨーロッパは 10 月 13 日に発表した声明の中で、特に銀行間取引の凍結

解除に向けた政府保証、公的資金による金融機関への資本注入、市況に応じた ECB の柔軟

な流動性供給などの政策手段の重要性を強調した。 

 

＜各国政府が次々に銀行支援策を発表＞ 

 欧州各国政府は 10 月 13 日、銀行支援策を相次いで発表した。ドイツのメルケル首相は

4,000 億ユーロ（1 ユーロ＝約 137 円）の銀行間取引の保証を行うとともに、1,000 億ユー

ロを金融機関への資本強化に拠出すると発表した。 

 フランスのサルコジ大統領は 3,200 億ユーロを銀行貸出の保証、400 億ユーロを金融機関

への資本注入に拠出すると発表した。英国政府は主要な 3 行の経営悪化を救うために 370

億ポンド（1 ポンド＝約 176 円）の資本注入を行い、政府が主要な株主となった。 

 スペインとオーストリア政府は類似の緊急銀行支援と金融システムの安定化策を発表し

た。イタリア政府は、銀行が新たに発行する期間最大 5 年間の債券を 2009 年 12 月 31 日

まで保証すると発表、また銀行の資金借り入れにおける最低担保を引き下げた。イタリア

銀行は最大 400 億ユーロの銀行債務を国債と交換する予定である。 

 オランダの通信社 ANP は、オランダ政府も銀行融資において 2,000 億ユーロを保証する

と報じた。 

 

＜11 月にも「新ブレトン・ウッズ会議」＞ 

 欧州理事会（EU 首脳会議）が 10 月 15〜16 日にブリュッセルで開催され、金融危機へ

の対応に関する包括策を採択した。その中で、12 日に開催したユーロ圏 15 ヵ国首脳らによ

る緊急首脳会議で合意した共同行動計画を支持し、金融機関の破綻回避、預金保護など金

融システム安定化に向けた対応方針を確認した。 

 特に、欧州委員会は 10 月 1 日、銀行などの自己資本に関する指令（資本要求指令）の改

正案を金融危機の再発防止に向けた中期的な対応として発表した。改正案は、大口エクス

ポージャー（金融資産のうち市場の価格変動リスクにさらしている資産の割合）の管理改

善、国境を越える銀行グループの監督、銀行資産の換算方法、流動性リスク管理、証券化

商品の改善などを挙げている。 

 また、欧州委は預金者の信用を補強するため、預金の保証水準と払い出しにかかる時間

を改善する計画を発表。ルクセンブルクで開催した財務相理事会（ECOFIN）は 10 月 7 日、

預金保証額を現行の最低 2 万ユーロから 5 万ユーロに引き上げることに合意した（2008 年

10 月 8 日記事参照）。 

 一方、フランスのサルコジ大統領は、第 2 次世界大戦後の国際金融体制を定めたブレト

ン・ウッズ会議を引き合いに出し、新たな枠組みを協議するための「新ブレトン・ウッズ
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会議」を早急に開くよう提案した。会議は早ければ 11 月にニューヨークで開かれる見通し

である。 

 

＜09 年のユーロ圏の成長率は 0.2％と予測＞ 

 しかし、株式市場にはまだ活気が戻っておらず、市場の関心は金融危機自体から実体経

済の先行きに移行しつつあるとの報道が目立つ。 

 国際通貨基金（IMF）の最新の経済予測（08 年 10 月）によると、09 年のユーロ圏の実

質 GDP 成長率は 0.2％となっている。フランスが 0.2％、イタリアがマイナス 0.2％、アイ

ルランドがマイナス 0.6％、英国もマイナス 0.1％と見込まれている。 

 欧州自動車工業会(ACEA)の 10 月 15 日の発表によると、9 月の EU における新車登録台

数は前年同月比マイナス 8.2％の大幅減となった。ACEA は声明（10 月 14 日付）で「市場

環境は悪化しており、金融危機が自動車業界を直撃している。（金融危機が）日々の業務や

新型車開発に必要な資金を調達する上で重荷になっている」とし、金融危機が自動車メー

カーの投資に直接の影響を及ぼしていると指摘した。各国政府に対し、金融危機を早急に

沈静化させ消費者の信頼感を回復するための措置をとるよう求めている。 

 会計大手のアーンスト・アンド・ヤングの発表によると（10 月 12 日付）、英国の上場企

業が 7〜9 月の第 3 四半期に発表した業績下方修正は 111 件に上り、第 3 四半期の数字とし

ては 01 年以来で最も多かった。同社は「（企業収益の）最悪期はまだこれから」と話して

おり、今後、金融危機が企業収益にさらに悪影響を及ぼす可能性があると指摘する。 

（清水幹彦） 

 

欧州委員会が金融危機への対応の枠組みを承認−景気回復計画は 11月 26日に提

案−（EU,ユーロ圏）2008 年 11 月 04 日 ブリュッセル発 

 欧州委員会のバローゾ委員長は 10 月 29 日、欧州委が金融危機の対応に向けた政策的枠

組み「金融危機からの回復：欧州の行動枠組み」を承認したと発表した。欧州委はこの政

策的枠組みに基づき、包括的な EU の景気回復計画を 11 月 26 日に提案する。 

 

＜雇用、購買力への影響を最小限に＞ 

 今回提示する政策的枠組みのもともとの目的は、一般的な政策アプローチに対する EU

レベルでの議論の促進と合意の形成にある。提案の第 1 の目標は、金融危機による雇用、

購買力への影響を最小限に食い止めることにある。 

 包括的な改善策は、成長と雇用のためのリスボン戦略に基づく中期的な改革政策に加え、

短期的な行動目標も含む予定である。 

 欧州委の指針「金融危機からの回復：欧州の行動枠組み」によると、金融危機はまだ終

わっておらず、既に広く経済に影響を及ぼし、家計、仕事、雇用に打撃を与えている。 

 こうした中、EU 加盟国は、それぞれ程度は異なるものの、失業の増加、需要の落ち込み、
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財政状況の悪化が見込まれ、EU レベルで共同して行動することが効果的であると強調して

いる。 

 指針では、欧州委は EU レベルでの対策を次の 3 つのアプローチから検討している。 

○EU レベルの新たな金融市場構造 

○実体経済への影響への対応 

○金融危機に対するグローバルな対応 

 

＜中小企業への融資、環境技術の促進など＞ 

 実体経済への影響への対応については、雇用と需要刺激への対応は一義的には加盟国政

府が担うものだが、リスボン戦略が示したとおり、EU レベルでの連携による各国政府の対

応が一層の効果をもたらすと強調。その上で、財政政策、構造改革、投資促進のための政

策について政策の枠組みと、いくつかの具体的な政策を提示している。 

 構造改革、投資促進のための具体的な措置として挙げられている主なものは以下のとお

り。 

○欧州投資銀行（EIB）による中小企業への融資 

○エコカー、（環境に優しい）建物など新たな経済チャンスを与えるエネルギー効率性・環

境技術の促進 

○税制その他の財政施策によるエネルギー効率の良い製品・サービスの需要喚起 

○貿易協定の締結など外国の市場開放を求めていくことによる新たな輸出機会の創出 

 

 なお、欧州委の指針「金融危機からの回復：欧州の行動枠組み」は、欧州委のウェブサ

イト（PDF）（http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/COMM_20081029.pdf）で

入手できる。 

（清水幹彦） 

 

国際的な金融システムの再構築へ行動指針−EU 首脳会合で合意−（EU）2008 年

11 月 10 日 ブリュッセル発 

 EU は 11 月 7 日にブリュッセルで非公式首脳会合を開き、米国ワシントンで 15 日に開

催予定の金融サミットへの対応を協議した。その結果、国際的な金融システム再構築に向

けた取り組みに関して、金融機関への監視強化や IMF の役割・権限強化などを盛り込んだ

行動指針を提案することで合意した。EU として景気対策に取り組む方針も打ち出した。 

 

＜格付け機関への監視強化など提案＞ 

 EU 首脳会合は声明の中で、ワシントンでの金融サミットが国際的な金融システムの再構

築に向けた道を切り開かなければならないと強調し、それに向けた共通の行動指針づくり

などで主要な役割を担う決意を示した。また、新たな国際的金融システムに関しては説明

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/COMM_20081029.pdf
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責任や透明性の確保が重要であり、危機を避ける上でさまざまなリスクが判断されなけれ

ばならないと指摘した。 

 金融サミットに向けて、同首脳会合の声明は行動指針として、a.格付け機関への監視強化、

b.会計基準制度の統一や金融部門での公正ルール適用見直しの受け入れ、c.金融機関に対す

る市場での規制強化、d.金融部門の過度のリスクを回避する行動規範の確立、e.金融安定化

フォーラム（FSF）とともに IMF の役割・権限強化、などの取り組みをとりまとめた。 

 さらに、今回の取り組みが、食品の安全性、貧困との戦い、気候変動問題、ドーハ・ラ

ウンド決着を通じた自由貿易促進への取り組みといった 21世紀に向けた挑戦の中の重要な

取り組みの 1 つであるとその重要性をあらためて強調した。 

 また、同首脳会合では金融サミット開催後の 100 日間で提案を実施に移す方針が盛り込

まれ、進捗状況などを確認して、新たなサミットにつなぎたい意向も明記されている。12

月開催予定の次期欧州理事会（EU 首脳会議）は、欧州として改革の第 1 段階の仕上げに向

けた必要な政策を議論する機会になるであろうとの見解も示した。なお当地報道によると、

サルコジ大統領は記者団に対して、米国の大統領選挙で勝利したオバマ次期大統領が 09 年

2 月をめどに、2 回目のサミットを開催する考えを持っていることを披露した。 

 

＜景気対策についても取り組む方針＞ 

 同首脳会議はさらに、EU としての取り組みが EU 加盟国の経済政策に効果的に反映され

なければならないと指摘した。今回の声明で、欧州委員会と経済・財政相理事会（ECOFIN）

に対して、リスボン戦略および安定・成長協定を踏まえ、次期 EU 首脳会議に、現在の景

気低迷への対応や成長と雇用を確保するための政策を盛り込んだ欧州としての戦略を提案

するように明記した。 

（岩田知統） 

スペインでは出荷代金を回収できないのが悩み－ダイキンヨーロッパに聞く－ 

（EU）2008 年 11 月 20 日 ブリュッセル発 

 金融危機の欧州市場への影響について、ダイキンヨーロッパ社長の三中政次氏に聞いた。

住宅バブルが崩壊したスペインとイタリアでの売上高が激減した。特に、スペインでは出

荷しても代金を回収できないため、出荷できない状況にある。 

 

＜住宅バブル崩壊の影響強いスペイン＞ 

問：現在の欧州の経済情勢をどのようにみているか。 

答：2007 年の前半は好調だったが、秋ごろから引き合いが減ってきた。さらに、08 年の春

先から驚くほど急速に経済が怪しくなってきた。引き合いが急激に減っており、09 年は厳

しくなると予想している。 

 

問：景気減速を地域別にみるとどのような状況か。 
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答：ダイキンヨーロッパの主要市場はイタリアとスペインだが、両市場とも落ち込んでい

る。特にスペインは、住宅バブル崩壊の影響で非常に悪く、大手不動産会社の 5 社は資金

難に陥っており、相当の売り上げがあるのに銀行から借り入れができない状態と聞いてい

る。 

 当社も出荷しても代金を回収できないため、出荷できない状況にあり、9 月には出荷を止

めたスペイン向けの案件が多数あった。消費の落ち込み、家電量販店の破綻が顕著になっ

ており、売掛金にはできる限り回収保険をかけているが、それでも 100％回収できるわけで

はなく、リスクが残る。 

 イタリアはスペインほどの住宅バブルがなかったのでまだましだが、住宅用空調機はス

ペインでの売り上げが前年比で 4 割減、イタリアでは 3 割減と大きく落ち込んでいる。売

り上げ増と代金回収のかじ取りが難しい。 

 

＜政府のインセンティブが販売促進に＞ 

問：各国市場での販売に違いはあるか。 

 

答：既に述べたとおり、イタリアとスペインはリスクが高い。一方、フランスは両国ほど

は落ち込んでいない。政府のインセンティブが効いているようだ。フランス政府は（一定

の条件を満たす）暖房機器の購入に対して製品価格の 50％を所得税から還付する制度を導

入している。 

 現在の還付率は 50％だが、2009 年からは 40％、10 年からは 25％と還付率が段階的に縮

小する。同様のインセンティブが英国、スペイン、ドイツなどにも広がっており、イタリ

アも導入を予定している。 

 英国は、家庭用のエアコン市場がないため 95％が商業用（ビルなどの空調）だ。英国で

も物件が減ってきているので厳しくなってきている。また、ポンドがユーロに対して暴落

しているので、ユーロ建ての売り上げが減っているが価格に転嫁しにくく、痛い目にあっ

ている。 

 中東欧諸国、ポーランド、ロシア、中東が好調だったが、最近ではポーランド、ロシア

が厳しくなってきている。 

 

問：ユーロ安の影響をどう考えるか。 

 

答：使用通貨は 8 割がユーロで残りが英ポンド、そして中東がドルだ。原則として、仕入

れと販売はユーロ建てにしている。部品は現地通貨を使用しているので、例えば、チェコ・

クローネの為替レートが急な振れ方をするとリスク回避できない。また、連結決算で円建

てにする場合、レートをどこに置くかが大きな問題となる。 
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＜今後は、環境対応製品に注力＞ 

問：景気減速下で環境対応製品にどう取り組んでいくか。 

 

答：市場は冷え込んでいるが、暖房機器は比較的好調だ。その要因としては、政府のイン

センティブがあることや、欧州の冬は寒く暖房を必ず使用することなどが挙げられる。冷

房が 8,000 億円市場なのに対し、暖房は 2 兆円市場と非常に大きく、今後は暖房に注力す

る方針だ。 

 既存製品は景気に左右されるため、環境対策には力を入れており、ダイキンヨーロッパ

にアプリケーション・リサーチセンターを設置した。環境製品のマーケットリサーチなど

を行っている。ダイキンヨーロッパの売上高 3,200 億円のうち環境対応製品が 100億円で、

09 年度には環境対応製品の販売を 350 億～400 億円に拡大することを目指している（注）。 

 

（注）ダイキンヨーロッパの売上高（07 年実績ベース）と環境対応製品の売上高は、為替

レートを 1 ユーロ＝160 円として換算した。 

（清水幹彦） 

 

新たな局面迎える欧州の産業クラスター育成政策 （EU・フランス）2008 年 12

月 05 日 リヨン発 

 欧州の産業クラスター政策が新たな局面に入った。2 つの要因が挙げられる。1 つはクラ

スター育成が欧州全域の共通した政策課題として急速に意識され始めてきたこと。欧州委

員会のグンター・フェアホイゲン副委員長（企業・産業担当）は、南フランスのソフィア・

アンチポリスで 11 月 13～14 日に開かれた「世界クラスター・フォーラム」で、欧州クラ

スターの育成策強化を宣言した。もう 1 つはクラスター政策の評価が問われる時期にさし

かかってきたこと。フランスでは 6 月にサルコジ大統領、9 月にフィヨン首相が、第 2 フェ

ーズに移行することを宣言した。 

 

＜欧州：金融危機でもクラスター政策推進は変更なし＞ 

 世界的な産業クラスターの拠点の 1 つとして知られるソフィア・アンチポリスで開催さ

れた「世界クラスター・フォーラム」では、関係者のクラスターにかける意識は、想像を

超えるものだった。入場制限がでるほどの盛況で、400 人の参加者が熱心に講演に聞き入っ

ていた。 

 フェアホイゲン副委員長は熱のこもった口調で、欧州にとってのクラスターの重要性を

次のように強調した。「金融市場の崩壊、実体経済への波及、ゼロ成長が懸念される 2009

年の欧州経済などの環境にあっても、欧州の技術革新に基盤を置いた成長戦略が下方修正

されてはならない。われわれが犯しかねない最大のリスクは研究・開発（R＆D）経費を削

ることである。今こそ欧州の技術革新の潜在力を引き上げる時である」 
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 06 年の EU の「技術革新強化戦略」に盛られた 9 大重点施策と、08 年 1 月の欧州諸国間

のクラスター協力関係の強化をうたったメモランダムは重要な転換点だったとされている。

860 億ユーロが投入されている現行の 07～13 年共同体戦略計画の下で、域内加盟国間のク

ラスター協力の促進が「欧州クラスター・アライアンス」の名の下に繰り広げらている。

革新的な中小企業間の交流促進のための「欧州 INNOVA イニシアチブ」や欧州版「中小企

業法」（Small Business Act）に基づくクラスター国際化戦略もうたわれている。 

 欧州クラスター研究所（European Cluster Observatory）によると、工業・サービスの

クラスターが EU 域内に約 2,000 存在する。域内の雇用人口の 38％がクラスターとされる

産業集積部門に就業していると推計されている。 

 しかしグローバル競争の加速によって、国際的なクラスターに再編成することが急務の

課題となってきた。ソフィア・アンチポリスのフォーラムで欧州クラスターの弱点として

指摘されたのは次の 4 点である。a. 90 年代以降、結成されてきたクラスターが分散してい

ること、b. EU 域内の協力体制が不十分であること、c.産業界と研究部門の関係が希薄であ

ること、d.世界競争に挑戦できるには規模が不十分であること。 

 このため、既存の育成策に加えてフェアホイゲン副委員長は新たな「欧州企業ネットワ

ーク」（Enterprise Europe network）を通じて、「単なるネットワークの論理から真の国境

間・域内国間のパートナーシップの樹立」を実行に移すことにより、世界クラスのクラス

ターを組織化しようと呼びかけた。「創造性と革新」の年とされる 09 年はその実行段階だ

とされている。 

 

＜フランス：09 年から第 2 フェーズ入り＞ 

 フランスでは、産業クラスター政策が 05 年 7 月に始まった。3 ヵ年で 15 億ユーロの国

家助成資金が投入され、国土整備開発省庁間委員会（CIADT）主導で、国内で 71 ヵ所の産

業クラスターがスタートした。08 年 8 月、政府が業務委託したボストン・コンサルテイン

グ・グループとCMインターナショナルの報告書では次の 7点が問題点として指摘された。 

（1）知識社会における技術革新の重要性がまだ十分に浸透していない。 

（2）産学官連携の実情把握が複雑で 5～10 年の期間を要する。 

（3）情報システムに関する保護のルール作りが遅れている。 

（4）産業クラスターの領域を第三次産業の分野にまで拡げていく必要がある。 

（5）大学と企業との関係を自由に構築することがパリ・ドーフィネ大学を除いて不可能に

なっている。 

（6）パリ主導をできるだけ回避して地域、欧州、世界レベルで推進を進めていく必要があ

る。 

（7）クラスターのプロジェクトが分散し過ぎて政策ツールの実施が一部のクラスターに集

中している。 
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 雇用創出や企業設立といった具体的成果については、どのクラスターでも、どの関係省

庁でも、正確な数字の公表を控えている。企業の海外移転の歯止め、雇用創出、産学官研

究の連携など、出発点からかなり期待値が高かった。また、71 の産業クラスターのうち、

13 が目標に到達していないと批判されているが、3 年で結論を出すのは早く、もう尐し年

数をかけて成果を見るべきであるとされている。 

 

＜注目されたジェトロの RIT 事業＞ 

 日本の東北大学の原山優子教授が日本の産業クラスター政策を紹介する中で、ジェトロ

のこれまでの「ローカル・ツー・ローカル産業協力事業」や現行の「地域間交流支援（RIT）

事業」を国際的な取り組みとして取り上げた。イタリアのトリノ・ワイアレス・クラスタ

ーのジッチ代表とギリシャのコラリア・クラスターのマキオス代表も、ジェトロとの国際

クラスター連携事例を発表した。 

（瀬藤澄彦） 

 

08 年第 3 四半期の成長率は前期比マイナス 0.2％ （EU・ユーロ圏）2008 年 12

月 05 日 ブリュッセル発  

 EU 統計局は、2008 年第 3 四半期の GDP 成長率（前期比）は EU27 ヵ国、ユーロ圏と

もマイナス 0.2％だったと発表した。ドイツやイタリアが 2 期連続マイナス成長となったほ

か、英国やスペインがマイナスに転じた。 

 

＜個人消費が不調、投資活動が低下＞ 

 EU 統計局の 12 月 4 日の発表によると、EU27 ヵ国の 08 年第 3 四半期の GDP 成長率は

前期比マイナス 0.2％となり、第 2 四半期の 0.0％からマイナスに転じた（表参照）。前年同

期比の成長率は 0.8％で、第 2 四半期の 1.7％に比べて鈍化した。ユーロ圏は前期比マイナ

ス 0.2％と、2 期連続のマイナス。前年同期比では 0.6％減だった。 

 EU レベルで成長率がマイナスに転じた要因をみると、過去最高水準にある物価上昇率や

雇用不安などを背景に、個人消費が前期比 0.1％にとどまり、総固定資本形成もマイナス

0.8％と落ち込んだ。産業分野別では、建設分野と工業分野がマイナス 1.2％となったほか、

農水産分野と貿易・運輸・通信サービス分野がともにマイナス 0.3％を記録した。 
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＜ドイツ、イタリアは 2 期連続でマイナス＞ 

 国別では、ドイツ、イタリア、英国

の成長率が前期比マイナス 0.5％、ス

ペインでマイナス 0.2％となった。ド

イツとイタリアは 2 期連続のマイナス。

各国統計などによると、ドイツでは雇

用情勢が改善しているものの、経済を

牽引する輸出の減尐や民間設備投資

の低迷が目立つ。英国では消費活動の

低迷が顕著となってきた。スペインや

アイルランドは、建設不況を背景に失

業率が極めて悪化している。他方、フ

ランスは個人消費や輸出が堅調で、第

3 四半期はプラス成長となった。 

 またユーロ圏以外では、エストニア

（マイナス 1.0％）が 3 期連続でマイ

ナス成長となった一方、スロバキア

（1.5％）、ポーランド（1.2％）、チェ

コ（1.0％）で堅調に推移した。 

 11月3日に欧州委員会が発表した秋

季経済予測では、EU27 ヵ国の 08 年

第 3 四半期成長率は前期比マイナス

0.1％だったが、今回の発表でマイナス

幅がさらに 0.1 ポイント拡大した。秋

季経済予測ではユーロ圏も第 3 四半期

にマイナス 0.1％となっていたが、今

回の発表ではさらに 0.1 ポイント低下

している。 

 秋季経済予測はドイツ、イタリア、英国といった EU 加盟国の 08 年第 3 四半期のマイナ

ス成長を予測していたものの、今回の発表では、各国経済は予想以上に悪化していること

が明らかとなった。 

 

＜09 年ユーロ圏成長率はマイナスとの見方も＞ 

 欧州中央銀行（ECB）のトリシェ総裁は 12 月 4 日、ユーロ圏の経済見通しとして、09

年の GDP 成長率はマイナス成長になる可能性があるとの見方を示した。同総裁によると、

08年の成長率は 0.8～1.2％とする一方で、09年の成長率をマイナス 1.0～0.0％と予測した。
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この数値は、ECB が 9 月時点で発表した 08～09 年の見通しを実質的に下方修正している。

なお、10 年には 0.5～1.5％の範囲内で回復すると見込んでいる。同総裁は「経済の見通し

は、非常に高い不確実性に包まれたままであり、経済成長のリスクは下向きにある」とし

ている。 

（岩田知統） 

 

欧州中銀、政策金利を 0.75 ポイント引き下げ （欧州・ユーロ圏）2008 年 12

月 05 日 デュッセルドルフ発 

 欧州中央銀行（ECB）は 12 月 4 日の政策理事会で、政策金利（主要リファイナンス・オ

ペ金利）を 0.75 ポイント引き下げ 2.5％とした。同日発表された ECB スタッフによるユー

ロ圏インフレ予測が下方修正されたことを踏まえ、ECB 史上最大の利下げ幅にすることで、

景気を支える姿勢をあらためて示した。ユーロ圏の成長予測も下方修正され、成長の回復

は 2010 年にずれ込むと見込まれている。 

 

＜引き続き景気の先行きに注視＞ 

 ECB は 10 月と 11 月に政策金利を各 0.5 ポイント引き下げたのに続き、今回の政策理事

会で ECB 史上最大となる 0.75 ポイント引き下げた。政策金利は 10 月の引き下げ前の政策

金利 4.25％から、合計で 1.75 ポイント低下して 2.5％となった。 

 ECB は消費者物価上昇率が「2.0％を下回るか、その近辺」を政策目標としている。トリ

シェ総裁は政策理事会後の記者発表で、消費者物価上昇率が 10 月は 3.2％、11 月は 2.1％

と安定してきたこと、09 年の消費者物価上昇率予測も 08 年 9 月時点の見通しから下方修

正されたことを挙げ、金利引き下げの余地が生じたことを明らかにした。トリシェ総裁は、

マネーサプライについても減尐傾向が続いていて、経済の不確実性はなお非常に大きいと

した。 

 トリシェ総裁はさらに、「われわれは非常に注意深くモニターする」と述べて、景気の先

行きを注視する姿勢をあらためて示した。 

 

＜成長予測とインフレ予測をともに引き下げ＞ 

 今回発表された ECB スタッフなどによる経済予測では、08 年 9 月時点の予測から、成

長予測とインフレ予測のいずれもが引き下げられた（表参照）。 

 個人消費については、経済の高い不確実性や資産・住宅価格の減尐などに備えた貯蓄の

増加、失業者が増加することに伴う減尐を見込んでいる。総固定資本形成については、ユ

ーロ圏非居住者による投資は利ざやの縮小により減尐し、居住者による投資も複数の国で

の住宅市場の調整の影響を受けるとしている。 

 ユーロ圏外の地域経済については、09 年初頭までは軟調だが、その後金融情勢の緩和や

商品価格の下落などが寄与し、非常にゆっくりと回復に向かうと予測している。外需は 09
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年半ばまで減退するが、ユーロ下落に伴う価格競争力向上と、新興国市場と石油輸出国市

場が主に寄与するかたちで、その後非常にゆっくりと回復に向かうとしている。 

 

 今回の政策理事会で参考にしたインフレ予測の引き下げについては、商品価格の下落と、

世界の需要とユーロ圏の需要がともに長期間縮小するとみられるためだ、としている。 

 

（小谷哲也） 

 

 

【アイスランド】 

外貨誘致が仇となったアイスランドの信用不安（ロンドン発、調査企画課発）

2008 年 10 月 16 日 

アイスランド金融サービス庁は、2008 年 9 日 29 日に同国 3 位のグリトニル銀行を国有

化したことに続き、10 月 7 日に同 2 位のランズバンキを、10 月 9 日には同 1 位のカウプシ

ング銀行を国有化した。何れも預金流出による経営破綻を防止する措置だが、市中銀行を

合計すると GDP の数倍の非居住者預金を抱えているとされ、アイスランド政府の財政や外

貨繰りを揺るがしており、サブプライム問題に端を発する一連の金融不安で、金融機関の

信用不安が国家の外貨流動性危機に直結する最初の例となった。  

アイスランドは歴史的に経済の水産資源依存が高かったため物価の変動が置きやすく、

これが貨幣供給調節に頼らない小切手やネットバンキングの普及によるキャッシュレス社

会の発展を促してきた。1980 年代後半からの規制緩和、国営企業民営化、市場競争原理の

導入、金融機関の統合による競争力強化、IT を念頭に置いた通信インフラ整備などの改革

を通じて外資誘致を図り、1990 年代以降、安定的に発展してきた。法人税率は 15％ととし、
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地熱などを資源とした廉価な電気コストを武器に、アルミ精錬企業アルコアの精錬工場や、

グーグル、ヤフーのデータセンター誘致にも成功した。  

一方、人口 30 万人ほどの小さな市場に外貨が流入したことでアイスランドではインフレ

傾向が続き、アイスランド中央銀行は利上げで経済の過熱を抑え、政策金利は 2008 年 4 月

には 15.5％まで上昇した。その高金利政策を目当てに主として欧州から法人や個人の預金

が流れ込み、市中銀行の資産を膨らませてきた。市中銀行は運用先を求め、大規模な不動

産開発にも融資を広げた。  

アイスランドの外貨流動性への懸念は数年前から指摘されており、企業破綻時の発行済

債券の保険となるクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)は、売買が成立しないほどの高

値となった。不安を払拭させるため、アイスランド中央銀行はスウェーデン、ノルウェー、

デンマークの 3 つの中央銀行との間で 2008 年 5 月に外貨スワップ契約を結び、最大 5 億ユ

ーロをアイスランド・クローネと交換できる体制を整えた。また市中銀行も、1 年から 1 年

半先までを見越した債務残高に対応できるだけの高い流動性の維持に留意していた。特に、

アイスランド最大手のカウプシング銀行は本業と別に子会社としてアイスランド内にカウ

プシング・エッジというオンライン・バンクを有しているが、高利率をもとに急速に預金

量を増やし、流動性を高めることに貢献していた。しかしながら、EU における信用収縮に

よりアイスランドの銀行に預けられていた個人や法人の外貨預金が急速に引き出される流

れとなり、市中銀行の大手 3 行は相次いで外貨流動性不安を起こし、国営化され経営陣も

入れ替わることとなった。カウプシング銀行の国営化に際しては、同行が英国に持つアイ

ス・セーブというオンライン・バンクの預金が凍結されてしまった。  

アイス・セーブによると預金は追って全額支払われるとされているが、アイス・セーブ

には約 30 万人の英国人預金者がいるとされ、英国政府は対応策を迫られている。また、高

金利で人気を集めたこれらアイスランドの銀行にはイングランドおよびウェールズの 116

の地方自治体や関係機関が計約 10 億ポンドを預金していることも判明している。  

国営化された 3 行はそれぞれ名称を同じくした新銀行を受け皿として国内業務について

は正常に営業している。しかしながら国際業務については 10 月 15 日までに「一時的な遅

延」を告知しているものの、手順等は未定としている。 

 

＜英国政府、英国内のアイスランド系銀行資産を凍結＞ 

国有化されたアイスランド系銀行における地方自治体や関係機関、個人の外貨預金の保

護が不透明なことに加え、10 月 7 日にアイスランドが 40 億ユーロの救済融資をロシアに

求めたことから、英国政府とアイスランド政府との関係が緊張している。  

元々デンマーク領であったアイスランドは、第二次大戦中、宗主国であったデンマーク

の本土がドイツに占領された折に英国に占領され、連合軍の統治を経て 1944 年に独立、

1949 年に北大西洋条約機構(NATO)に加盟した。独自の軍隊は無く、NATO 軍が駐留して

いたケフラヴィーク空軍基地は 2006 年に閉鎖された。欧州自由貿易連合(EFTA)に加盟し
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ており、EFTA と欧州経済領域(EEA)の枠組みで EU との間で、商品、人、サービス、資本

の移動の自由を認めている。英国は、核物質ポロニウムが使用されたリトビネンコ氏殺害

事件以降、ロシアとは外交的に対立している。英国政府は 10 月 8 日、反テロ法を流用して

英国内にあるアイスランドの銀行資産を凍結した。アイスランドは英国が対テロ法を適用

したことに不快感を示している。  

アイスランドがロシアに救済融資を求めた背景には、IMF への救済融資申請を回避した

いとする思惑があるとされている。IMF 融資では、堅実な経済体質への転換を図るため IMF

が策定し当該国政府が IMF に約束するコンディショナリーの履行が求められ、経済政策に

様々な制約が生じることとなる。ホルデ首相は米国の大学の経済学修士を持ち、1998 年か

ら 2005 年まで財務大臣を務めており、こうした仕組みがもたらすアイスランド経済への影

響を懸念していると思われる。  

アイスランド中央銀行によると、アイスランドとロシアとの第 1 回協議は 10 月 14 日と

15 日にモスクワで行われ、ロシア側はドミトリー・パンキン財務省次官が対応したが、融

資についてはまだ合意していない。また 10 月 14 日にワシントンでアイスランド政府関係

者が定期会合の一環で IMF との会合に参加しているが、融資の要請有無については触れら

れていない。  

なお、アイスランドの外貨流動性不安は、日本公演を予定していたアイスランド交響楽

団の来日キャンセルなどという形でも影響が出ている。 

 

北欧 4 ヵ国がアイスランドに 25 億ドルを融資 （アイスランド）2008 年 11 月

21 日 コペンハーゲン発 

 北欧 4 ヵ国は 11 月 20 日、アイスランドに対し 25 億ドルの追加融資をすることに合意し

たと発表した。IMF 理事会が 19 日にアイスランドに対する 21 億ドルの融資を承認したこ

とを受けて、これを補完する。 

 

＜09 年の経済成長率はマイナス 9.6％＞ 

 IMF は 2009 年のアイスランドの実質 GDP は、マイナス 9.6%まで落ち込むと予測して

おり、早急な国際支援が必要になっている（表参照）。 
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 北欧 4 ヵ国(デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン)が出した共同声明の

主な内容は以下のとおり。 

 

 アイスランドの金融危機は、同国の経済に前例がないほど深刻な事態をもたらしており、

今回の措置は救済の第 1 歩である。 

 

 北欧 4 ヵ国は、21 億ドルの IMF 融資を補うため、アイスランドに対して共同で 25 億ド

ルの追加融資を決めた。 

 

○IMF の財政再建プログラムに従い、アイスランドの為替レートを含む経済の安定化を助

け、中期公債を減らすことに重点を置く。また、アイスランドは、誠実に国際的な責務を

果たすと理解している。 

 

○10 月 27 日に開催された北欧理事会の緊急首相会議（2008 年 10 月 30 日記事参照）での

決定に基づき、北欧共同タスクフォースを設立し、アイスランドや北欧各国の中央銀行と

ともに、同国の危機を打開する努力を重ねてきた。早急に事を進めるために尽力した EU

と IMF に感謝する。 

 

○北欧共同タスクフォースの設立は、早急に解決策にたどり着くために非常に重要で、北

欧各国が非常事態にあるアイスランドを救済するために取るべき過程について、明確な共

通認識を持っていたことは強力な支えとなった。 

 

○IMF プログラムの履行は容易ではないが、経済を再建するための適切な処置を備えてい

る。北欧の協力精神で、引き続きアイスランドを援助する用意がある。  

（大日あけみ） 

 

【アイスランド・北欧】 

北欧 5 ヵ国首相がアイスランドの金融危機を協議（アイスランド,北欧）2008 年

10 月 30 日 コペンハーゲン発 

 北欧 5 ヵ国で構成する北欧理事会の首相会議が 10 月 27 日、フィンランドのヘルシンキ

で開催され、アイスランドのハーデ首相はデンマーク、ノルウェー、フィンランド、スウ

ェーデンの 4 ヵ国に資金の追加支援を要請した。 

 

＜具体的支援額には触れず＞ 

 北欧理事会（注 1）の首相会議で出された共同声明の要旨は以下のとおり。 
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○金融危機が与える世界経済へのマイナス効果を懸念し、国際金融市場の機能を改善する

ための、より効果的でグローバルな規則が必要。 

 

○危機に対し、より効果的な早期警戒システムを構築し、国際金融部門の指揮と監督シス

テムを導入し、国際金融機関の強化を図る。 

 

○アイスランドのハーデ首相は、アイスランドの最新の状況を説明。各国首相はアイスラ

ンドとの連帯感を強調し、ほかの北欧諸国は危機の際に相互に支援することで合意。 

 

○アイスランドと IMF との安定化プログラムの予備協定を注視し、IMF 委員会で議論され

る際は、北欧諸国は同プログラムを支持し、アイスランドの経済安定化に向けて努力する。 

 

○アイスランドの危機回復を確実にするため、政府高官による北欧委員会を設立し、IMF

安定化プログラムの履行の監視・調整に当たらせる。 

 

○アイスランド中央銀行は、2008 年 5 月のスワップ協定（注 2）に基づき、既にデンマー

クとノルウェーの 2 ヵ国から、各 2 億ユーロ（合計 4 億ユーロ）を調達しているが、さら

に調達額の追加を要求した。 

 

 会議の後の記者会見で、「なぜ、各国は会議中に支援額を決定しなかったのか」との記者

団の質問に対し、デンマークのラスムセン首相は「各国とも支援の額を決定するのは中央

銀行であり、政府は介入できない」と答えた。また、IMF アイスランド危機担当のポール・

トムセン代表は「アイスランドの経済は 09 年に最大 10％縮小するだろう」と語った。 

 

＜アイスランドは EU 加盟に傾く＞ 

 アイスランド中銀は 10月 28日、通貨への信頼を回復するため、政策金利を12％から 18％

に引き上げると発表。同行は、2 週間前に政策金利を 15.5％から 3.5 ポイント下げたばかり

だが、今回の利上げは IMF から融資を受ける上で必要だったとされている。 

 

 深刻なアイスランド経済危機は、EU に対するアイスランド人の考えを変えた。2 月の

EU 加盟に関する世論調査では、国民の 55.1％が賛成派だったが、最近の世論調査では賛成

派が急増し、68.8％が EU 加盟を希望、ユーロ導入希望者は 72.5％となっている。 

 

（注 1）北欧 5 ヵ国（ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、アイスランド、デンマー

ク）で構成され、北欧の協調、協力、団結を目的とする国際組織。 

（注 2）スワップ協定：08 年 5 月 16 日、スウェーデン、ノルウェー、デンマークの各中銀
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は、アイスランド中銀との間で、各国最大 5 億ユーロ（合計 15 億ユーロ）までの

ユーロ／アイスランド・クローナの通貨スワップ協定を結んだ。   

（ハーリ・ビンター） 

 

 

【イタリア】 

イタリア、金融機関の経営には問題ないと強調（イタリア）2008 年 10 月 6 日

ミラノ発 

イタリア証券取引委員会（Consob） は 10 月 1 日、国内市場で取引されているすべての

銀行および保険会社株の「空売り」を禁止すると発表した。期限は 10 月 31 日まで。英国、

ドイツ、フランスに続いて、遅ればせながらイタリア当局も同様の措置に踏み切った。  

 

＜国内最大手行の株価急落がきっかけ＞ 

規制のきっかけとなったのは国内最大の銀行グループ、ウニクレディトの株価急落であ

る。9 月 29 日と 30 日に連続して同株に空売りが集中して取引が一時中断され、2 日間合計

で株価は前営業日の 3.31 ユーロから 22％下落していた。翌 10 月 1 日にもその流れは止ま

らず、取引開始直後に制限値幅の 2.54 ユーロまで下がったことから、イタリア証券取引所

は再び同株の取引の一時中断を決めた。  

同日午後には取引が再開され、同株は 11％上昇して 2.89 ユーロまで戻したが、ほかの金

融株に波及、国内 2 位のインテーザ・サンパオロ銀行も一時取引が中断されるなど、主要

金融機関は軒並み前日比でマイナスに終わった。  

当局の禁止措置の決定やウニクレディトが資本比率改善のため不動産資産の一部を売却

することを発表したことなどにより、同グループの株価はその後回復を続けている（10 月

3 日時点の終値は 3.08 ユーロ）。  

 

＜「国内銀行の資産状況に問題ない」と財政相＞ 

ウニクレディトのプロフーモ最高経営責任者（CEO）は同日の国営放送 RAI に出演し、

「われわれはきわめて堅実で健全な銀行である」と訴え、同銀行の資産状況には市場で騒

がれているような問題はないと強調した。同 CEO 辞任の憶測も流れたが、銀行側は完全に

否定している。  

ベルルスコーニ首相は「わが国銀行への投機的な攻撃を認めるわけにはいかず、国民の

預金額が 1 ユーロたりとも損害を被るようなことがあってはいけない」と語った。  

一方、トレモンティ経済財政相は「今般の金融危機によるイタリアへの影響はごくわず

かであり、国内銀行の資産状況にも問題ない」との声明を出し、国内外の不安払拭（ふっ

しょく）に努めている。同時にイタリア中央銀行と共同で必要な措置を講ずる用意がある

ことも明らかにした。  
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今回標的となったウニクレディトは、総資産約 1 兆ユーロで国内首位、欧州でも 5 本の

指に入る巨大銀行で、イタリア北部、ドイツ、オーストリアおよび中・東欧諸国をコアマ

ーケットとして展開している。  

07年10月に5大銀行の1つだったカピターリアを吸収合併し、支店数は国内外に約9,500

店。99 年のポーランドのペカオ銀行買収をはじめ、オーストリア銀行やドイツのヒポ・フ

ェラインス（HVB）の買収を通じて中・東欧諸国にも強固な基盤を持っている。  

この近年の積極的な拡大路線に、投機家が目をつけたとの観測もある。  

（中川明久） 

 

流動性確保に重点−政府の金融危機対策−（イタリア）2008 年 10 月 21 日 ミラ

ノ発 

 政府は 10 月 13 日、銀行債務への政府保証を軸とした緊急救済策を発表した。先に決定

されていた預金保護および銀行への資本注入とあわせて、金融危機対策にひととおりの筋

道が示されたことになる。政府は国内金融機関の健全性を繰り返しアピールしており、現

時点で公的資金の具体的な準備額を明らかにしていない。政府発表を受けて株価は一時的

に回復したが、その後は下落と上昇を繰り返している。景気回復が遅れるとの指摘も出始

めている。 

 

＜政府は健全性を強調、具体額な注入額は明言せず＞ 

 仮に銀行が破綻した場合、預金者 1 人当たり 10 万 3,291.38 ユーロまでが保証される。

預金は既存の銀行間預金保護基金を通じて保護され、同基金に対しても政府保証が付与さ

れている。保証期間は 3 年間で、保護対象は国内銀行に限られる。 

 資本注入については、政府が必要と判断した場合のみ、当該金融機関から議決権のない

優先株を一時的に取得し、必要に応じて同機関を政府管理下に置くとしており、国有化は

実質的に避ける方針だ。現時点で注入が必要な銀行はなく、具体的な公的資金の準備額に

ついても明示していない。本措置はひとまず金融業界と預金者の動揺を静める側面が色濃

かった。 

 今回新たに発表された緊急対策では、流動性確保に重点が置かれ、a.財政省は、イタリア

銀行（中央銀行）の判断を通じて、銀行が 2009 年末まで新たに発行する債券を 5 年間保証

する、b.財政省は、銀行が保有する価値が低下した金融商品または負債を無担保で一時的に

国債と交換する、c.イタリア銀行は、銀行が保有する金融商品を、イタリア銀行が保有する

より価値の高い証券と交換する（総額 400 億ユーロ）、ことが盛り込まれた。17 日までに

国内最大手銀行のウニクレディトとインテーザ・サンパオロなどがイタリア銀行との交換

を実施する可能性が報道されている。 

 政府の発表を受けて、同日の株式市場は全体的に反発し（主要指標の S＆P／MIB：11.5％

上昇）、金融株も危機的状況にあったウニクレディト（同 11.3％）をはじめ、インテーザ・
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サンパオロ（同 15.8％）、バンカ・ポポラーレ（同 16.2％）なども回復した。しかし、15

日は再び下落（S＆P／MIB：5.3％下落）した。 

 欧州主要国が一斉に数百億ユーロ規模の資金注入計画を発表したが、イタリアは具体的

な金額を明らかにしていない。トレモンティ財政相は、国内銀行の流動性に問題はなく、

危機に陥っている銀行はないことを強調したうえで、「現時点で資金額を決めておく必要性

はない」、「必要な額を必要な時に保証する」（「コリエーレ・デラ・セラ」紙 10 月 14 日）

と、ケースバイケースの対応を取る方針を示している。さらに、「イタリアの金融機関にと

ってのリスクは、外的要因のみである」（同）と強気のコメントもしている。 

 イタリア銀行のドラーギ総裁も暫定措置の決定に際して、「イタリアの銀行システムは堅

固だが、米国の影響が及びつつあるため」（同紙 10 月 9 日）とあくまで予防的措置との姿

勢だ。 

 

＜景気回復遅れるとの予測も＞ 

 世界的金融危機は当面、金融業界に大きな影響はないとされる一方で、低迷する国内経

済へのダメージを懸念する声が出始めている。 

 イタリア産業連盟は経済リポート（10 月 13 日発表）の中で、「金融危機の影響でイタリ

アは既に景気後退に入っている」との見解を明らかにし、景気回復は 2010 年以降にずれ込

むとしている。同連盟は 9 月に GDP 成長率予測を下方修正しているが、今回さらに大幅な

見直しを行った（08 年：マイナス 0.1％→マイナス 0.2％、09 年：0.4％→マイナス 0.5％）。

現在の減退する需要が危機の影響でさらに落ち込み、09 年は個人消費（前年比 0.6％減）

と設備投資（同 1.9％減）が減速し、改善しつつある失業率も 05 年以来の水準（7.1％）に

戻るとしている。金融危機対策により、財政赤字も悪化し、政府予測の GDP 比 2.1％に対

して 2.4％になるとしている。 

 消費への具体的な影響を示す指標として自動車販売が挙げられるが、現時点で金融危機

を直接の要因と断定できる落ち込みはみられない。イタリア自動車工業会（ANFIA）によ

る 9 月の新車登録台数は前年同月比 5.5％減、前年同期比（1〜9 月合計）では 11.3％減の

約 17 万 6,000 台だった。しかし、危機以前から燃料高騰や保険料の値上げなどにより販売

は低迷しており、さらに 07 年は政府の新車買換えインセンティブの影響で登録台数が過去

10 年間で最大の伸び（前年比 7.1％増）を記録したため、この反動も大きな要因と考えら

れる。 

 また産業連盟は「企業が融資を受けることは困難になりつつある」として、信用収縮の

可能性を懸念している。 

「イル・ソーレ・24 オーレ」紙（10 月 16 日）の報道によれば、同業者団体による信用

保証組織である Confidi 加盟企業（中小零細中心）の 95％が、過去 3 ヵ月間で金融機関に

よる貸付基準が厳しくなったと感じているという。Confidi は、「信用収縮は現実のものと

なっており」、「特に小企業に対する中期融資が減尐している」と述べている。 
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 イタリア銀行も四半期リポート（15 日発表）で、国内銀行でもリスク抑制のため、貸付

期限の短縮や特別な契約条項の付加など、わずかではあるが貸付条件に制限を設ける動き

があると指摘している。 

 イタリア経済は 08 年に入ってから既に景気後退の兆しがあり、必ずしも金融危機の直接

の影響とはいいがたい。以前から表出しつつあった低迷の要因をこの混乱に結び付ける論

調も一部に見られるが、景気回復が遅れることだけは確実なようである。イタリアでは他

の主要国にやや遅れて影響が表面化することも尐なくないため、今後も注意が必要である。 

（中川明久、山崎善久） 

 

5 年間で 800 億ユーロの景気対策－給付金と失業対策が柱－ （イタリア）2008

年 12 月 05 日 ミラノ発 

 政府は 11 月 28 日、今後 5 年間で 800 億ユーロ（1 ユーロ＝約 118 円）規模の景気対策

案を決めた。金額の内訳や実行方法については未確定な部分も多いが、2009 年には家庭・

労働者救済策に重点を置いた 63 億ユーロの政策が実施される見込みだ。 

 

＜給付金と減税、失業対策が柱＞ 

 今回最も重点が置かれたのは、低所得家庭への特別給付金（予算額約 24 億ユーロ）を軸

とした消費刺激策と失業補償の拡充（約 10 億ユーロ）だ。消費の冷え込みや労働市場悪化

に対する経済界や省庁などからの要望を受けて、給付や減税の対象枠が拡大された。 

 給付金は、年収 2 万 2,000 ユーロ未満の給与・年金生活者 800 万世帯に対し、収入額と

家族構成に応じて 200～1,000 ユーロを支給する。一部の高齢者家庭には、電気・ガス料金

の支払いや提携商店での割引購入に利用できる月 40 ユーロ分の買い物券（チャージ式磁気

カード）も支給される。 

 09 年内には低所得家庭に対する電気・ガス料金の値下げ（最大 15％）、国有鉄道の一部

区間の運賃と高速道路利用料の改定見合わせなどを行い、公共料金の面でも家計を助ける。 

 別荘などを除く主要な住宅のローン利率の上限を 4％に設定し、超過分を国が負担するほ

か、子どもが生まれた家庭には優遇利率（5 年間で 4％）での特別貸し付けも実施する。 

 所得税では、08 年末まで試験実施中の、奨励金部分への減税措置を延長する。適用条件

も拡大され、上限年収を現行の 3 万ユーロから 3 万 5,000 ユーロに引き上げ、職種には保

安部門（軍隊、消防隊員など）も加えた。 

 一方、野党民主党（PD）が要求していた残業代減税（10％）の延長は実現しなかった。

最大労組のイタリア労働総同盟（CGIL）は、ボーナス減税の追加を求めて 12 月 12 日にゼ

ネストを予定している。 

 失業保険や一時帰休者の給与補償金庫への予算も拡充し（09 年予算案 6 億ユーロに欧州

委員会からの 4 億 5,000 万ユーロを追加）、これには期限付き雇用の労働者も対象に含むこ

とにしている。世界的な景気後退の影響で、フィアットが 12 月にナポリ工場の一時帰休を
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実施するなど、一部労働組合の試算では、中小の製造業企業を中心に今後 2 年間で 90 万人

の雇用が危機に陥る可能性があるという労働市場の厳しい情勢を踏まえたものだ。 

 企業向け対策としては、11 月納付分までの法人税（IRES）と州事業税（IRAP）を 3％

減税する。また信用収縮対策として、中小零細企業のための信用保証機関（CONFIDI）の

資本強化に最大 4 億 5,000 万ユーロを準備する。 

 このほか、主要銀行の中核的自己資本比率（大半が 6％前後）改善のため、100 億～120

億ユーロの資本注入（国による転換社債の買い取り）や、シチリア島の鉄道整備、同島と

イタリア半島を結ぶメッシーナ海峡大橋の架設などを中心とした総額 37 億ユーロ（09 年か

ら 15 年間）の大規模な公共事業計画なども決めた。 

 

＜産業向けの具体策が不在＞ 

 政府は財源について、EU から配分されている予算を最大限に利用することで国家財政へ

の負担を最小限に抑える方針で、財政赤字の GDP 比は現在の 2％強から上昇するものの、

安定成長協定の 3％を超えることはないだろうとしている。 

 しかし、今回の決定事項の中には既存の政策の延長線上のものも多く、特段の目新しさ

はない。電気・ガス料金の値下げはプロディ前政権時代に基礎が作られており、南部開発

を中心とした公共事業は長年にわたり計画されているものの、実現性や効果に疑問がもた

れているものも多い。 

「ラ・レプブリカ」紙（11 月 29 日）は、給付金や「買い物券」の予算額が貧弱で十分な

消費活性化にはつながらず、公共料金の値上げ規制が自由競争を阻害しかねない点などを

指摘し、「量と質の両面で不十分で、これで国民をごまかすことはできない」と批判してい

る。 

 イタリア産業連盟（CONFINDUSTRIA）のマルチェガリア会長は、政府の施策の方向性

には同調しながらも、企業向け支援策が十分でないとの見解だ。 

 産業界から要望が強かった直接的な企業支援策は、法人減税以外には見当たらない。07

年から実施されてきた二酸化炭素（CO2）排出量の尐ない新車への買い替えインセンティ

ブ制度も延長されず、需要減退に苦しむ自動車業界にとっては痛手だ。フィアットだけで

なく二輪車メーカーのピアッジョなども、一時帰休による給与補償金庫の利用を決めるな

ど、大手製造業も苦しい状況にある。 

 08 年第 3 四半期（7～9 月）の実質 GDP 成長率（速報値）は前期比マイナス 0.5％で、

13 四半期ぶりに 2 期連続のマイナス成長となった。景気回復は 10 年以降との見方が多く、

しばらくは厳しい情勢が続く。 

（中川明久） 
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【英国】 

英中銀が政策金利を引き下げ （英国）2008 年 10 月 14 日 ロンドン発 

イングランド銀行（BOE、英中銀）、欧州中央銀行（ECB）など 6 つの中央銀行は 2008

年 10 月 8 日、異例の協調利下げを実施、うちイングランド銀行は、政策金利（レポ金利）

を現行の 5.0%から 0.50 ポイント引き下げて 4.5%とした。同年 4 月 10 日に 0.25 ポイント

引き下げて以来、6 カ月ぶりの再利下げとなった。  

 

＜6 カ国による協調利下げを実施＞ 

予定よりも数時間前倒して開催された 10 月 8 日の BOE の金融政策委員会（MPC）の後、

イングランド銀行とともに、カナダ銀行（3.0%->2.5%、-0.5 ポイント）、欧州中央銀行

（4.25%->3.75%、-0.5 ポイント）、米国連邦準備制度（2.0%->1.5%、-0.5 ポイント）、スウ

ェーデン中央銀行（4.75%->4.25%、-0.5 ポイント）、スイス中央銀行（3.0%->2.5%、-0.5

ポイント）も利下げを実施した。また日本銀行は、グローバルな金融環境をある程度緩和

することが正当化されるとの趣旨の共同声明を発表した。 

BOE は今回の利下げについて、次のように分析している。  

 

「消費者物価指数（CPI）は、食糧およびエネルギー価格の高騰を受け、8 月に 4.7%を記

録した。今後 1～2 カ月以内には 5.0%を超えることも予想されているが、エネルギー小売

価格の上昇圧力が緩和されることなどによって、インフレ率の上昇は収まるであろう。賃

金上昇は今のところ抑制されており、原油価格が夏場のピークから大幅に下落したことか

らコモディティ価格の上昇圧力も緩んでいる。」  
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「また、急激な金融収縮を反映して、経済見通しは大きく悪化している。GDP 成長率は第

2 四半期にはゼロ成長となり、産業界を対象とした調査によると今年下半期に景気は更に悪

化するとみられており、労働市場も悪化し始めている。家計最終消費支出の伸びは鈍化し、

民間設備投資や住宅投資も落ち込んでいる。株価は下落し、金融情勢の更なる混乱は国内

需要の伸びを抑制するであろう。そして、家計最終消費支出の減退は物価下落を導くであ

ろう。」  

 

＜産業界は更なる引き下げを要求＞ 

こうした協調利下げに対して、産業界は次のような声明を発表している。 

英国産業連盟（CBI）のジョン・クリッドランド副会頭は、「今回の利下げは重要かつ時

宜を得たものであり、CBI が企業や消費者の心理を改善するよう呼びかけていたものだ」

として賛同の意を表明した。 

一方、英国商業会議所（BCC）のデービッド・フロスト会頭は、「BOE がこのような大

胆で必要なステップを踏んだことを大変喜ばしく思う。経済は緊急事態に直面しており、

MPCに時間的余裕はない。今般の引き下げは市場を安定化させ、信頼性を高めるであろう。

MPC は下方リスクを軽減する決定権がある。今後 4 カ月にかけて、政策金利は 4.0%まで

下げるべきだ。」と述べており、また、英国経営者協会（IOD）のマイルズ・テンプルマン

会長も、「我々は協調金融政策と大手銀行の経営破たんの危機に対応するため公的資金を活

用した資本注入を歓迎する。」として評価する一方、「尐なくとも来月には更に 0.5 ポイント

利下げすることが強く求められている。」として、今後の更なる利下げを BOE に要求して

いる。  

（アレクサンダー・ブラックショー、宮本学） 

 

大手行への公的資金投入を発表（英国）2008 年 10 月 15 日 ロンドン発 

 ブラウン首相は 10 月 13 日、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド（RBS）、ロイズ

TSB と HBOS の統合行の大手金融機関 2 行に対して、それぞれ 200 億ポンドと 170 億ポ

ンドを注入し、株式を取得することを発表した。既存株主の買い増しがなければ、注入後

にはロイズ TSB・HBOS 統合行での政府の持ち株比率は 43.5％となり、RBS では過半数

を超える見込み。資本注入は 10 月 10 日に発表された G7 行動計画に沿うかたちとなる。 

 

＜「前例はないが、不可欠」と首相＞ 

 ダーリング財務相とともに記者会見に臨んだブラウン首相は、今回の対応策について「前

例はないが、不可欠な」行動だと説明した。首相官邸のウェブサイトによると、公的資金

を受け入れる銀行は2008年は取締役に対して現金でボーナスを支払うことができないとい

う。また、これら銀行が競争に基づく適正なレートで個人や小規模事業者への貸し出しが

できるよう政府が強く求めるほか、政府がこれら銀行の非常勤役員を任命することになる
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としている。政府が取得する株式は、議決権を持つ普通株の構成比率が高くなっている。 

 政府は 10 月 8 日、既に大手行に対し 500 億ポンド規模の資本注入を行う救済策を発表し

ており、今回はその一部を具体化したものとなる。BBC のビジネス・エディターであるロ

バート・ペストン氏は、公的資金の注入について「銀行は屈辱を味わい、英国銀行界にと

って今日は最も異常な日として残るであろう」とコメントした（10 月 13 日電子版）。一方、

当初公的資金の注入がうわさされたバークレイズは、政府の支援なしで自己資本を 65 億ポ

ンド引き上げる方針であると BBC は報じている。 

 ロイズ TSB は 9 月、HBOS を約 120 億ポンドで買収することで合意していたが、公的資

金注入を機に買収条件について両者間で再度詰め直すことを発表した。13 日の株価をみる

と、ロイズ TSB の株価は 14.5％の下落、HBOS の株価は 27.5％の下落、RBS の株価は 8.4％

の下落となった。一方、公的資金を受け入れなかったバークレイズ（3.7％上昇）、HSBC

（7.5％上昇）、スタンダード・チャータード（20.1％上昇）の株価は上がり、明暗を分けた。

翌 14 日もロイズ TSB（6.6％下落）、HBOS（5.2％下落）、RBS（1.1％下落）が下げる一

方で、バークレイズ（14.2％上昇）、HSBC（1.2％上昇）、スタンダード・チャータード（10.5％

上昇）の株価は上がった。 

 ロンドン株式市場の FTSE100 種総合指数では、10 日の終値は前週比 21％減となる

3,932.1 となって 4,000 の大台を割り込んだが、13 日には大きく反発して 4,000（8.3％上

昇）を回復し、翌 14 日にはさらに 3.2％上昇して 4,394.2 で引けた。 

 英国銀行協会（BBA）は、「金融システムは世界の通貨市場の閉塞（へいそく）によって、

時に正常に機能しなくなることがあり、こうした中で政府が発表した一連の支援策は顧客

の信用を取り戻し、預金者、住宅保有者、産業界を助けるのに有益な施策である」として

歓迎した。英国産業連盟（CBI）は、政府が資本注入した銀行に対して、中小企業や住宅取

得者に 2007 年の水準での貸し出しを維持するよう条件付けたことを評価した。一方で住宅

金融貸付組合（CML）は、住宅価格と需要がともに下落する中で、住宅取得者への貸し出

し水準が 07 年と同レベルまで回復することは疑わしい、としている。 

 

＜欧州中銀などと協調して流動性支援＞ 

 イングランド銀行（中央銀行）は 10 月 13 日、欧州中央銀行（ECB）、スイス国民銀行と

ともに、担保に応じて 1 週間物、1 ヵ月物、3 ヵ月物のドル資金を、固定金利で無制限に借

りられるよう制度変更したことを発表した。これは米連邦準備制度理事会（FRB）による

一時的なドル・スワップ枠の拡大により実現するもので、短期金融市場での資金詰まりを

打破するため 10 日の G7 行動計画に盛り込まれた内容を実行に移したかたちとなった。 

「フィナンシャル・タイムズ」紙（10 月 14 日）は、資金調達難の解消に向けて英国と欧

州各国政府が協調行動を強める中、13 日にはロンドン銀行間取引金利（LIBOR）は下がっ

たと報じている。一方、英国債 10年債利回りは同日、19ベーシス・ポイント上昇して 4.655％

となった。 



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

 

 また同紙によると、370 億ポンド規模の政府による資本注入や短期資金供給拡大によって、

英国の金融システムへの信頼感が回復し、外国為替市場においても 13 日にはポンドはドル

に対して 1.5％上昇して 1 ポンド＝1.7368 ドルに、円に対して 1.2％上昇して 1 ポンド＝

174.97 円に、ユーロに対しても 1.7％上昇して 1 ユーロ＝0.7782 ポンドになるなど、ポン

ド高に振れた。 

 

＜国内の自動車工場は操業短縮＞ 

 世界を覆った信用収縮の波は、消費に影を落としている。英国自動車製造販売業者協会

（SMMT）によると、9 月の新車登録台数は乗用車で前年同月より 21.2％減の 33 万 295

台と大きく落ち込み、9 月までの累計でも前年同期比 7.5％減となった。バン・トラックで

も 9 月の登録台数は同 19.2％減（9 月までの累計では 0.7％減の 37 万 7,531 台）と大きく

落ち込んだ。 

「タイムズ」紙（10 月 2 日）は、フォードが英国南部サウザンプトンにあるトランジッ

ト・バンの工場でクリスマス期まで勤務日を週 4 日に、ベントレーがクルー（Crewe）工

場で勤務日を週 3 日に短縮したほか、トヨタもダービー工場での夜勤を取りやめたと報じ

ている。同紙は「消費者が新車を購入するためのローンが確保できない」とのルーラント・

デ・ワード英フォード会長の言葉を紹介するなど、信用収縮の波が製造業にも及んでいる

ことを伝えている。 

 住宅価格も下落が続いている。ハリファックスによると、9 月の平均住宅価格は前月比

1.3％減の 17 万 2,108 ポンドとなり、08 年 2 月以来連続の下落となっている。ハリファッ

クスのチーフエコノミストであるマーティン・エリス氏は、住宅市場の冷え込みが続く背

景について「（物価高などで）家計所得が圧迫される中、住宅ローンの供給が減尐している」

と分析している。 

 

＜失業者増が加速＞ 

 雇用環境も悪化している。ONS によると、08 年 5〜7 月期の英国の就業者数は 2,953 万

8,000 人（就業率 74.7％）で、前期比で 1 万 6,000 人の減尐となった。一方、失業者数は

172 万 4,000 人（失業率 5.5％）で、前期比 8 万 1,000 人の増加となった。TUC（英国労働

組合会議）のブレンダン・バーバー書記長は「失業者数の増加は加速しており、09 年中に

失業者数は 200 万人の大台に達するだろう」とコメントしている。 

 当地日系企業にも影響は及んでいる。日系商社は「顧客からの納入延期の要請や支払い

遅延が起こり始めた」と話している。また、英国企業にも顧客基盤を持つ日系人材派遣会

社も「金融関係を中心に雇用環境が著しく悪化しており、リストラなどにより登録者数も

急激に増加した」という。 

（長谷部雅也、中本健一、アレクサンダー・ブラックショー） 
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欧州投資銀が国内の中小企業に 40 億ポンドを融資へ（英国）2008 年 11 月 06

日 欧州課 

 欧州投資銀行（EIB）は、金融危機で苦境にある英国中小企業の救済策として、40 億ポ

ンド（約 49 億ユーロ）の融資枠を設定すると公表した。英国政府の要請に応えたものだが、

資金繰りの悪化、コスト高、取引減などの困難に直面する中小企業側からは、より迅速で

効果的な対策を求める声が高まっている。 

＜政府は EIB の決定を歓迎＞ 

 EIB による融資は、シティー・オブ・ロンドン・コーポレーション（シティーを統治す

る特別行政府）が 10 月 30 日に主催した中小企業支援セミナーの場で公表された。セミナ

ーは国内の小規模企業支援面での EIB の役割と、銀行と企業が EIB と協力して動くことで

得られる利益について検討することを主目的とし、EIB 総裁、財務相、ビジネス・企業・

規制改革相、小規模企業に融資を行っている金融機関のほか、小規模企業連盟（FSB、注 1）

などの各種団体の代表らも出席した。 

 アラスタ・ダーリング財務相は「中小企業はわが国経済を強化する上での生命線であり、

世界的な金融危機下でも、中小企業がビジネスの成長と発展のために必要とする資金への

アクセスを確実にする必要がある」と述べ、今回の救済策を歓迎した。 

 EIB 理事会は 9 月に、EU 加盟国の財務相から中小企業への融資拡大の要求を受け、2008

〜11 年の 4 年間で 300 億ユーロ、08〜09 年にはこのうち 150 億ユーロを充てるという金

融危機対応の中小企業支援策を採択している。これは、EU の 27 加盟国すべての中小企業

者（従業員 250 人未満）に適用される。 

 EU 加盟国はそれぞれ、GDP の規模に応じて EIB に出資しており、英国は、ドイツ、フ

ランス、イタリアと並んでおよそ 16％を出資している。EIB の今回の英国中小企業に対す

る 40 億ポンドの融資は、08 年から 11 年の 4 年間にわたって行われることになるが、英国

は上記 300 億ユーロの融資枠のうち出資比率並みの取り分を確保したといえる。 

 英国銀行協会（BBA）によると、08 年 6 月までの 1 年間で英国の中小企業に対する銀行

からの新規融資（ネット）は 57 億ポンドで、このうち EIB による融資は 7,600 万ポンドに

すぎない。 

 

＜3 社に 1 社が資金繰り難、10 社に 1 社が事業継続困難＞ 

 会員数 21 万 5,000 社以上で、国内最大の中小企業団体である FSB は、今回の発表を受

けてより多くの銀行が EIB の融資を利用するよう呼びかけた。FSB は政府に対して 10 億

ポンドの小規模事業救済基金（Small Business Survival Fund）を設立するよう提唱して

おり、ジョン・ライト全国議長は、EIB の支援策をこの提唱につながる「適切な方向への

第 1 歩」と評価した。一方で銀行や政府に対し、資金を必要としている中小企業者が直ち

に利用できるような適用基準を求めた。 

 FSB が 10 月に発表した調査（注 2）によると、80％の中小企業者が 1 年間でコストが上
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昇したと回答し、46％が取引が減尐したと回答している。中小企業に対する未払い金は 186

億ポンドに上り、1 取引当たりの平均額は 3 万ポンドである。支払いが完了されるまでには

44 日以上かかり、3 社に 1 社が銀行からの融資に困難を感じているという。また、1 週間

に 27 のパブが閉鎖し、1 日に 40 の事業所が廃業している、などの数字も発表されている。 

 FSB は EIB による融資は歓迎できるものの、実際に利用できるのは 09 年春以降との懸

念があり、「小規模事業者が今まさに必要としている直接の解決策ではない」として、40 億

ポンドの融資のうち 10 億ポンドを地域開発公社（RDAs）に供給し、資金を最も必要とし

ている事業者に限定的に融資するべきだと主張、RDAs との議論も進めている。 

 EIBによる融資は実行まで時間がかかりすぎるとの見方は、各紙報道記事にも見られ、「フ

ィナンシャル・タイムズ」紙電子版（10 月 30 日）は、資金繰りに苦しむ中小企業者の状況

に対し、EIB の支援策は「尐なすぎ、遅すぎ（too little, too late）」だとしている。 

 また、各紙は保険会社 RSA の調査結果を引用し、中小企業の苦境を訴えている。それに

よると、中小企業の 10 社に 1 社に当たるおよそ 47 万社が、金融危機の影響で事業を継続

できない状況にあるとしている。この調査で事業の継続は困難と回答したのは、北イング

ランドでおよそ 16％だったのに対し、南西イングランドでは 1％と、地域による差が大き

い。 

（注 1）FSB(The Federation of Small Business)は 74 年に設立された自営業者や小規模事

業者の利益を代表する非政党系のロビー団体で、33 地域に 230 の拠点を持つ会員組

織。 

（注 2）08 年 9 月に 2 週間にわたって実施したオンライン調査。6,000 以上の中小企業者

が回答。なお、FSB の統計によると、英国には 470 万の中小企業があり、95％が従

業員 5 人未満、国内の売上高の半分以上を占めている。 

（小井亜津子） 

 

住宅賃料の下落が鮮明に （英国）2008 年 12 月 04 日 ロンドン発  

 住宅市場の悪化で賃貸物件の供給が増え、住宅賃料の下落が鮮明になってきた。特に金

融サービス産業への依存が大きいロンドンと南東イングランド地域で、こうした傾向が顕

著になっている。 

 

＜3 ヵ月後も賃料が下がるとの見方が優勢＞ 

 公認不動産鑑定士協会（RICS）が 11 月 18 日に発表した住宅賃貸市場に関する調査（2008

年 8～10 月期）によると、住宅賃料が前期より「下がった」と報告する不動産鑑定士の割

合は 03 年 4 月以来初めて「上がった」とする割合を上回った。 

 RICS は、8～10 月の 3 ヵ月間に住宅価格は下がり続け、住宅ローンの貸し出しが縮小し

た結果、本来なら住宅を売っていたであろう人々が賃貸市場に流れ込んだためと分析して

いる。 
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「賃借需要（Tenant Demand）」

について前期より「増加した」と

報告した不動産鑑定士（surveyor）

の割合から、「減尐した」と報告し

た割合を引いた指数は 27 と、前回

調査（08 年 5～7 月値）の 36 から

9 ポイント低下した（表 1 参照）。

一方、賃貸物件の供給度合いを示

す「新規に貸し出しを始めた家主

の 数 （ New Landlord 

Instructions）」が前期より「増え

た」と報告した割合から「減った」

とする割合を引いた指数は 56 と、

前回調査の 45 から 11 ポイントも

上昇している。 

「賃料（Rents）」については、

前期より「上がった」と報告した

割合は「下がった」とする割合を

03 年 4 月以来初めて下回った（マ

イナス 12、図参照）。「3 ヵ月後の

予測賃料（Rent Expectations）」についても、当期より「上がる」との報告が「下がる」

との報告を下回り（マイナス 14）、賃料は今後も下がるとの見方が優勢となっている。 

 一方で、「総利回り（Gross Yields）」については住宅価格が賃貸市場の悪化を上回るスピ

ードで下落していることもあり、前期より「上がった」と報告した割合が「下がった」と

する割合を上回った（20）。また、賃貸契約が終了した後に物件の売却を選択した家主の数

の割合は、03 年以来最低水準となる 0.5 にとどまり、家主が物件売却を手控えていること

がうかがえる。 

 

＜ロンドンと南東イングランドで需

要減退＞ 

 地域別では、新規に貸し出しを始め

た家主の数が大きく増えたのはミッ

ド ラ ン ズ と ウ ェ ー ル ズ 地 域

（Midlands and Wales）で、賃料も

前期より「上がった」と報告した割合

が「下がった」とする割合を上回って
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いる（表 2 参照）。 

 

 逆に、賃料に関して前期より「上

がった」とする割合が「下がった」

とする割合を最も多く下回った（マ

イナス 39）のがロンドン地域で、賃

借需要についてもロンドン地域だけ

がマイナス値（マイナス 17）となっ

て需要が収縮している（表 3 参照）。

南東イングランド地域（South East）

も賃貸需要が前回調査時の52から5

へと急激に低下している（表 4 参照）。 

 BBC は、南東イングランド地域と

ロンドン地域で影響が大きいことの

背景として、両地域とも金融サービ

ス産業に大きく依存しており、急激

に失業が増えていることを挙げてい

る。 

 

＜賃貸向け物件購入者には一層厳しい状況＞ 

 英国の住宅金融貸し付けの約 98％を占める住宅金融貸付組合（CML）は 11 月 21 日、08

年第 3 四半期（7～9 月）に住宅金融会社に差し押さえられた物件の数は前期比 12％増の 1

万 1,300件で、延滞している債務者数も前期比 8％増の 16万 8,000人になったと発表した。 

 特に、延滞に関しては、住宅金融貸し付けの平均延滞率が 1.44％なのに対し、賃貸向け

物件購入者（buy-to-let landlord）向けの住宅金融貸し付けでは 1.58％と平均を上回り、賃

貸向け物件購入者は一層厳しい状況にある。 

 住宅賃貸業者協会（ARLA）は RICS の調査について、07 年は多くの家主が入念な計画

もなく賃貸市場に参入したと指摘しており、こうした「アマチュア」の家主に対し、十分

に注意して入念に調査するとともに、第三者として専門的なアドバイスができる適格な代

理人を探し出すことが不可欠だ、と警告している。 

（アレクサンダー・ブラックショー、中本健一） 
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政策金利を 1 ポイント引き下げ 2.0％に－1951 年以来の最低水準に－ （英国）

2008 年 12 月 08 日 ロンドン発  

 イングランド銀行（BOE、中央銀行）は 2008 年 12 月 4 日、政策金利（レポ金利）を現

行の 3.0％から 1.0 ポイント引き下げて 2.0％とした。下げ幅は大方の予想どおりだが、こ

れにより金利水準は 1951 年以来の最低水準となった。最新の調査でも、建設業、製造業、

サービス業の購買担当者指数は一層の悪化を示すなど、景気後退色が濃くなる中で、BOE

は 11 月の大幅利下げに続き追加利下げに踏み切った。 

 

＜経済の急減速を示す指標の発表続く＞ 

 BOE は国内の経済情勢について、消費と投資がともに失速し、住宅投資も減尐し続けて

おり、政府による資本増強や流動性支援にもかかわらず、貨幣・信用市場はいぜん厳しい

ままであるとの認識を示した。一方、消費者物価指数（CPI）上昇率が減速し始め、中期的

には 2％のインフレ目標を大きく下回る可能性があることから、BOE は政策金利の追加引

き下げに踏み切ったと説明している（図参照）。 

 国内の経済の急減速を示す指標は次々と発表されている。ハリファックスの発表では、

11 月の住宅価格指数は前月比 2.6％低下し、直近 3 ヵ月で調整した指数は前年同期比で

14.9％低くなるなど、住宅価格の下落は止まっていない（注）。英国自動車製造販売業者協

会（SMMT）の発表によると、11 月の新車登録台数は前年同月比 36.8％減と、80 年 6 月

以来最大の下落率となった。 

 企業による余剰人員整理や一時解雇の発表も連日続いており、歳入関税庁（HMRC）も

12 月 4 日に国内 93 ヵ所の事務所閉鎖〔これに伴い、11 年までに 3,400 人超の雇用が失わ

れると公共・商業サービス

（PCS）労働組合が指摘〕を

発表するなど、政府・民間両

部門で雇用環境が悪化して

いる。 

 BBC のヒュー・ピム経済

担当エディターは、1 ポイン

トの利下げは 11 月の 1.5 ポ

イントに比べれば衝撃は小

さいとしつつも、「借り入れ

コストは 10 月初旪から半減

した」として、BOE の金利

引き下げ努力を評価した。一

方で、利下げにより通貨ポン

ドの一層の下落が起こる可
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能性への懸念も表明している。 

 11 月の利下げの時と同様、今回も利下げが住宅ローン金利に反映されるかどうかに注目

が集まっている。BBC 電子版（12 月 5 日）は、個人・企業を助けるためにも利下げ分を金

利に反映させるよう、ダーリング財務相が銀行に要請したと伝えており、政府から銀行へ

の金利引き下げ圧力も強まるとみられる。 

 

＜産業界はもう一段の利下げを求める＞ 

 産業界はおおむね今回の利下げを歓迎している。英国商業会議所（BCC）のデービッド・

カーン経済顧問は利下げを評価した上で、緊急失業対策の必要性を訴えるとともに、BOE

に対し 09 年 1 月にも金利を 0.5 ポイントの追加引き下げをするよう求めた。 

 英国産業連盟（CBI）のイアン・マッカーファティ経済顧問は、利下げを歓迎する一方で、

利下げは還元されなければならないとし、「銀行貸し出し状況が改善し、ビジネスが適正に

機能するかどうか検証しなければならない」と語った。 

 英国小売協会（BRC）は、利下げは消費者を支援し、落ち込んだ経済を盛り立てるもの

として歓迎した。スティーブン・ロバートソン BRC 会長は「小売業界は、消費者を支援す

るために付加価値税（VAT）引き下げ分を商品価格に反映させたり、それ以上の商品価格引

き下げを行ったりしている。それに比べ、BOE の仕事は十分ではない」として、経済が再

び正しい方向に進むようにするためにも、09 年にはもう一段の利下げが必要だと訴えた。 

 

（注）11 月の平均住宅価格 16 万 3,605 ポンドは、05 年 7 月価格（16 万 3,445 ポンド）と

ほぼ同水準。 

（アレクサンダー・ブラックショー、中本健一） 

 

【スイス】 

政府が UBS への資本注入を含む金融システム強化策を発表（スイス）2008 年

10 月 17 日 ジュネーブ発 

 内閣（連邦参事会）は 10 月 16 日、国内最大手の金融機関 UBS への 60 億フラン（約 5,400

億円）に上る資本注入を含む国内金融システム強化策を発表した。 

 内閣、中央銀行、連邦銀行委員会は 10 月 16 日、金融システムの安定化と金融市場の信

頼回復のための強化策を発表した。 

 発表の概要は以下のとおり。 

 

○内閣は財務省に対し、議会に預金者保護システム改善策を提出するよう指示した。また、

財務省が 2009 年 3 月末までに、預金者保護スキームの基本的な見直しについての提案を

内閣に対して行うことを求める。 

○政府と中銀は金融最大手 UBS のバランスシート改善を目的に、以下の 2 つの措置を実施
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する。 

（1）中央銀行は不良資産流動化のための受け皿となる基金を創設する。 

（2）政府は 60 億スイスフランの強制転換証券を買い受けることにより、UBS の資本増強

を図る。 

○金融大手のクレディスイスも市場から資本増強を行う。 

 

 金融政策パッケージの具体的な内容は以下のようになっている。 

1．預金者の保護強化 

財務省は預金者保護システム改善策を提示する。緊急の事項として、保護が必要な預金

増加の見通しとシステム上のリミットについて議会に提出する。さらに第 2 段階として、

内閣は財務省が 09 年 3 月末までに預金者保護スキームの見直し案を提案することを期待す

る。 

 

2．UBS 救済措置 

（1）中銀は基金を創設し、UBS に対し 600 億ドル分の不良資産の流動性を確保するため

に長期融資を行う。基金には UBS も 60 億ドルを出資する。 

（2）政府は、UBS が発行する 60 億スイスフラン分の強制転換証券を購入し、UBS の資

本増強を図る。これにより、政府は UBS 株式のおよそ 9％を保有することになる。 

 

3．不良資産の中央銀行への移し替え 

（1）UBS は 600 億ドル相当の不良資産を新設基金に売却する。新設基金へは UBS からの

60 億ドル出資のほか、UBS から 540 億ドルの融資が行われる。 

（2）中央銀行は資産の保有権とファンドの経営権を持つ。 

（3）移し替えられる資産は、主に米国と欧州の住宅ローン関連から構成される。 

 

4．金融システムの安定化 

（1）金融システムはスイス経済、雇用と成長に対して多大な貢献をしており、最近の金融

危機はこれら経済機能に大きな衝撃を与えている。 

（2）政府と中銀は、金融システムの安定化を図るため、それに必要なあらゆる措置を引き

続き実施していく。 

（3）国内・国際金融システムの安定はスイス経済にとって極めて重要であり、今回の一連

の措置がスイス金融システムの強化に貢献することを確信する。 

（木下智之） 
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【スウェーデン】 

スウェーデン、国民は平静だが不安感は拡大（スウェーデン発）2008 年 10 月

15 日 ストックホルム発 

スウェーデンでは米国のサブプライム問題の直接の影響はあまり見られないことから、

市中銀行も比較的穏やかな状態を保っており、国民もパニックを起こしている様子は無い。

しかし米国市場の落ち込みによる自動車産業の不振を背景に、ボルボ乗用車部門が 3000 人

のリストラを発表した日とスェーデン中央銀行の利下げ発表が重なったため、国内経済の

先行きに対する不安は広がっている。 

スウェーデン中銀は 10 月 2 日、最高 3 ヵ月までの期限つきで市中銀行に 600 億クローナ

（1 クローナは約 15 円）貸し出しを決定した。また 10 月 6 日には最高 6 ヵ月までの期限

付きで市中銀行に 1 億クローナの貸出を決定した。 

また、10 月 5 日にボリイ蔵相とオデル金融相は、預金保証は確実に行われること、保証額

を現行 25 万クローナから 50 万クローナ（1 クローナは約 15 円）まで引き上げることを発

表した。 

10 月 7 日には、G7 前の協調行動として、スウェーデン中銀は他の 5 つの欧米主要中央

銀行とともに政策金利を 0.5 ポイント下げ 4.25%とすることを発表した。政策金利に関して

は 9 月初旪に 0.25%引き上げたばかり。しかしこの際にも中銀内では賛否両論が拮抗し、

イングベ中銀総裁の最終判断で利上げに踏み切ったいきさつがある。当地有力紙の経済記

者は今年中に更なる小幅な利下げが継続的に起こると予測している。 

 

金融機関の新規調達を最大 21 兆円まで保証（スウェーデン）2008 年 10 月 21

日 ストックホルム発 

 政府は 10 月 20 日、金融機関が新たに資金調達する際、最大 1 兆 5,000 万クローナ（約

21 兆円）まで保証することを含む金融安定政策プランを発表した。18 億クローナ（約 252

億円）の公的資金の注入し、市場安定化のための基金も設立する。 

 ボリィ蔵相とオデル金融相は 10 月 20 日、金融安定化プランを発表した。オデル金融相

は「スウェーデンの銀行業界は危機に対する十分な備えがあるが、国際的な金融危機の影

響を避けることはできない。このため、政府は金融システムへの信頼回復のため対策を講

じる」と述べた。 

 また、ボリィ蔵相は「金融システム安定化のために国民に新たな負担を強いることはな

い」と確約した。 

 政府の金融安定化プランの内容は以下のとおり。 

 

（1）保証プログラム 

 政府は、金融機関が新規に資金調達する際、最高 1 兆 5,000 万クローナまで保証する。 
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（2）安定化基金 

 金融機関の将来の危機に対応するために安定化基金を創設する。政府はこの基金のため

に 150 億クローナを拠出する。この基金の目標は、現在約 180 億クローナに上る預金保証

基金とともに、今後 15 年のうちに GDP の 2.5％相当になる。すべての金融機関に特別安定

化料が課せられる。金融市場が改善したときにこの課金制度を導入する。 

（3）公的資金注入 

 政府が必要と判断したときに、金融機関に対して資金注入を行うことがあり得る。また、

市場価値による株の購入により国の強制的な所有者としての介入があり得る。 

（4）国債局の役割の強化 

 既に預金保証の担当当局となっている国債局が責任当局となる。 

（5）金融監査局がフォローアップ 

 家計と企業に関しては、金融監査局が本件の対策のフォローアップを行う。 

 

 政府案は法務審議会を経て国会に提出されるが、27 日の週には国会通過の見込み。この

プログラムは原則として 2009 年 4 月 30 日までとするが、場合によっては 09 年 12 月 31

日案で延長可能とする。 

（三瓶恵子） 

 

中銀、政策金利を再引き下げ−下げ幅は合計 1 ポイントに−（スウェーデン）2008

年 10 月 24 日 ストックホルム発 

 中央銀行は 10 月 23 日、政策金利を 0.50 ポイント引き下げて 3.75％とし、10 月 29 日か

ら実施すると発表した。今後半年以内にさらに 0.5 ポイントの引き下げを示唆している。今

回の利下げは世界の金融危機の国内経済への影響を緩和するためのものである。 

 

＜不確実な状況を強調＞ 

 中銀は今回の利下げの理由として、9 月半ばに始まった世界金融危機の影響が、企業や家

庭のローンのコスト上昇、不動産価格の下落、一般的な経済不安感の増大など、国内経済

に出始めていることを挙げている。金融危機が深まり不況の兆しがみえており、消費者物

価は先行き下落するものと予測される。 

 10 月 8 日に続き、2 週間で 0.5 ポイントずつ 2 回の引き下げになるが、中銀は今後半年

以内にさらに 0.5 ポイントの引き下げが必要とみている。 

 中銀はまた、世界的な金融危機の中で、利下げの効果は通常ほど大きくはないと予測し、

状況によってはさらなる引き下げが必要になる可能性がある一方、反対に利下げの効果で

景気が急激に回復し、消費者物価が上昇すれば利上げの必要が起きてくるかもしれないと

している。 
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 中銀は、消費者物価上昇率と GDP 成長率の予測を前回 9 月時点から下方修正して発表し

た（表参照）。  

 

（三瓶恵子） 

 

中銀が政策金利を 1.75ポイント引き下げ－予想を上回る引き下げ幅で 2.00％に

－ （スウェーデン）2008 年 12 月 05 日 ストックホルム発 

 スウェーデン王立銀行（中央銀行）は 12 月 4 日、政策金利（レポ金利）を 3.75％から

1.75 ポイント引き下げ 2.00％とし、12 月 10 日から適用すると発表した。今回の利下げは

予定を 2 週間繰り上げ、下げ幅を予想を上回った。国内の自動車業界などの製造業不況に

対応するためである。 

 

＜過去最大の下げ幅＞ 

 レポ金利はこれまで 0.50 ポイント以上の幅で引き下げられたことはなく、今回の 1.75 ポ

イントというのは歴史的な大幅利下げになる。 

 中銀は、今回の利下げは、生産の落ち込みと雇用危機を軽減するためとしている。10 月

以降、景気が予想以上に急速に悪化し、各国でさまざまな緊急経済対策が講じられている

にもかかわらず、実体経済の状況は改善されていない。企業の資金調達が困難になり、個

人もローンを組みにくくなっている。原油や原料価格が低下しているため、利下げしても

インフレを 2％の枠内に抑えるという目標を保持することは可能であり、このような状況下

では政策金利と一般金利の引き下げが必要だと判断した。 

 今回の大幅な利下げは、これまでの利下げが従来ほど大きな効果をもたらしていないか

らでもある。中銀は今回の大幅な引き下げにより、2009 年中は追加引き下げをしないで済

むだろうと期待している。 

 当地有力紙「スベンスカ・ダーグブラーデット」は、政策金利の大幅引き下げは住宅ロ

ーン金利にすぐに反映され、冷え込んだ不動産市場に徐々に好影響を及ぼしていくだろう

と評価している。 

 中銀は同時に、消費者物価上昇率とGDP成長率の予測を下方修正して発表した（表参照）。 
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（三瓶恵子） 

 

【スペイン】 

スペイン政府も市場安定化策を閣議決定(スペイン)2008 年 10 月 16 日 マドリ

ッド発 

スペイン政府は 10 月 13 日までに、1,000 億ユーロの銀行間取引への政府保証、および最

大 500 億ユーロの金融機関資産買い取りの実施を決定した。これにより、金融市場への資

金の流入を図る。  

 

＜GDP の 15％に匹敵する資金注入＞ 

12 日のユーロ圏 15 カ国と英国の緊急首脳会合を受け、政府は 13 日の臨時閣議で、本年

12 月 31 日まで 1,000 億ユーロを上限に銀行間取引への政府保証を行うことを決定した。同

緊急首脳会合での決定に従い、期間 5 年の債務を 2009 年末まで保証する。同様に、予防的

措置として金融機関への公的資金による資本注入の可能性も盛り込んだが、ソルベス経済

財務相は、「金融機関は依然健全であり、現在のところ必要のない措置」と述べた。  

これに先立つ 10 日の閣議では、銀行預金の保証上限を従来の 2 万ユーロから 10 万ユー

ロまで引き上げ、預金者の信頼維持にあたった。これに併せて、当初 300 億ユーロ、最大

500 億ユーロ規模の「金融機関資産買い取り基金」の設置を、欧州各国に先駆けて決定。同

基金の設置は、本年第 4 四半期から金融市場が正常化するまでの間、一時的に国内金融機

関の優良資産（国内で発行された、高格付けの資産担保証券や金融機関発行の金融商品）

のみを国が買い取るもの。銀行救済向けに不良債権を買い取るものではなく、あくまでも

国内金融市場の資金流動性を確保するための措置である。  

同基金運用の細則は今後の策定が待たれるが、買い取りのための公的資金は、税金では

なく国債発行により調達する。意志決定・運営は、経済財務省が中央銀行や証券取引委員

会（CNMV）による指導のもとで行い、下院は 4 カ月毎に報告を受ける形でその監視にあ

たる。買い取った資産は、金融市場の正常化後に売却することで、資金の回収を行う。優

良資産のみを扱うため、売却による利益も十分見込むことができるという。ソルベス経済

財務相は、「したがって、国民には 1 銭の負担もかけない」と述べた。  
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＜資金が実体経済に回る保証はない＞ 

サパテロ首相は 6 日、同救済策に先立ち、国内主要金融機関 6 行の経営陣と緊急会合を

行った。同会合にて、金融機関側は、2009 年末までに対外債務 941 億 3,100 万ユーロの返

済期限（本年末で 224 億 5,200 万ユーロ、2009 年末で 716 億 7,900 万ユーロ）が到来する

が、現下のインターバンク市場の麻痺により借り換えができないと訴え、スペインの金融・

経済システムを守るため、1,000 億ユーロ規模の資金注入を要求した。  

今回決定された、欧州諸国との協調措置である銀行保証、および金融機関資産買い取り

基金設置の両措置により、最大 1,500 億ユーロがスペイン金融市場に注入される。うち約

1,000 億ユーロが対外債務返済に充てられたとしても、理論上は、残りの 500 億ユーロは国

内金融市場の活性化に使うことができる。スペイン金融機関協会（AEB）は、「金融市場の

機能不全を部分的とはいえ軽減できる」と歓迎している。  

しかしながら、最大野党の民衆党（PP）は、「金融機関が得る 300～500 億ユーロの資金

は、銀行の債務返済に使い果たされてしまい、一般家庭や中小企業への貸付に回る保証が

ない」として、使途の監視措置を盛り込むよう要求している。また、大規模な国債発行は、

債務残高比率を現在の対 GDP 比 38.8％から 41.6％に上昇させるため、スペイン国債の信

用低下、ひいては金利上昇をもたらすとの懸念も示した。  

 

＜「金融機関の一部国有化は必要なし」＞ 

政府は一連の措置について、救済ではなく市場における資金流動性を確保するための政

策であると主張し、「スペインの金融機関は極めて健全であり、（英国等のような）国有化

の必要性はない」としている。この主張は、国内外の金融筋も正当な立場として認めてい

る。スペインでは大手金融機関の業績は依然好調であり、住宅ローンなどに特化した小規

模の地域金融機関を除けば、事業面からの経営悪化や倒産の可能性は極めて低いとみられ

ている。しかしながら、スペインの金融機関の弱点として、資産・負債のミスマッチが指

摘されている。すなわち、資産の多くが長期運用型であるのに対し、負債は短期債務が一

般的となっている点だ。金融機関の好調な業績が、毎年対 GDP 比 10％規模の対外債務に

より達成されてきたことも看過できない。短期資金を調達する場である国内外のインター

バンク市場が機能していないことが、スペインの金融機関の資金流動性、ひいては企業や

家計といった実体経済に大きな打撃を与える要因となっている。  

サパテロ首相は、「一連の措置は、雇用、福祉、そして経済システムを支えることを目的

としている。これらが適正に実施され、金融市場が呼応すれば、国民には負担をかけずに

済む」と主張している。国際通貨基金（IMF）は、スペインは 2009 年にリセッション入り

し、失業率が 15％近くに達するとの予測を 8 日に発表しているが、今回の一連の措置で景

気後退をどこまで食い止められるかが注目される。  
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（伊藤裕規子） 

 

【ドイツ】 

金融安定化対策を欧州市場は歓迎（ドイツ）2008 年 10 月 14 日 デュッセルド

ルフ発 

10 月 12 日、金融危機に対応するため召集されたユーロ圏 15 カ国＋英国の首脳会議は、

資本注入や債務保証などからなる共同行動計画を発表した。前日の先進 7 カ国財務相・中

央銀行総裁会議（G7）における行動計画を実行する姿勢を改めて強調した形になった。翌

13 日には独仏が相次いで千億ユーロ単位の金融危機対策を発表し、迅速で有効な施策をさ

っそく打ち出した格好だ。市場はこれらの動きを好感している。  

 

＜G7 は大型破綻阻止に向け強い姿勢＞ 

ワシントンで 10 月 11 日に開催された先進 7 カ国財務相・中央銀行総裁会議（G7）は、

金融市場を安定させ、信用のフローを回復し、世界経済の成長を支えるための行動計画を

発表した。 

行動計画ではまず、金融システム全体に影響力のある大手金融機関の保護と経営危機防止

のため、断固とした措置をとり、あらゆる手段を利用するとした。事実上機能停止に陥っ

ている短期金融市場については、再開するために必要な措置をとる。さらに、金融機関が

信用を再び創造し、家計や企業に資金を供給できるよう、十分な額の公的資金を利用でき

るようにする。一方で、預金保険制度については、制度を堅固にし、リテール（小口）の

預金者が自らの預金の安全性を引き続き確信できるようにする。抵当証券等の市場につい

ては、的確な資産評価と資産公開の透明性確保、さらに質の高い会計基準の導入により、

適切な時期に再開するための手段をとる。 

行動計画の末尾では、納税者保護のための手段をとることが改めて表明された。加えて、
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他の国に潜在的な損害を与えることを避けることを確認した。さらに、必要かつ適切な場

合には、マクロ経済政策上の手段を活用するとして、財政出動や金利政策をも動員する可

能性を示唆した。  

 

＜欧州では足並みを揃えた対策を好感＞ 

翌 10月 12 日には 08 年後半のEU 議長国フランスの首都パリで、ユーロ圏 15 カ国に加え、

英国、欧州中央銀行、欧州委による緊急首脳会議が開催された。金融市場の安定化のため、

金融機関への公的資金注入、銀行債務に対する政府保証など、ユーロ圏各国と英国が共通

の枠組みに基づき対策を行う共同行動計画を発表した。金融機関に対して公的資金により

資本を注入する場合には、経営再編計画の作成などの義務を課する。前日の G7 行動計画を

具体化する姿勢を、改めて強調した格好だ。 

10 月 13 日には、各国が早速新たな対策を発表した。英国は、ロイヤル・バンク・オブ・

スコットランド、HBOS、ロイズ TSB の大手 3 行に、総額 370 億ポンドの公的資金を注入

する。フランスは、総額 3,600 億ユーロの対策を発表した。銀行債務に最大 3,200 億ユー

ロの政府保証を行うとともに、最大 400 億ユーロの公的資金による資本注入を行う。ドイ

ツは、銀行間融資に最大 4,000 億ユーロの政府保証と、金融機関への資本注入を最大 800

億ユーロ行う。 

株式市場はこうした措置を好感し、ドイツ DAX が前週末比 518.14 ポイント上昇の 5062.45

となるなど、フランス、スイス、オランダ、ベルギー、スペインでも軒並み 10%前後の高

騰となった。  

 

＜残るリスク要因は小国の金融機関＞ 

欧州主要国が揃って金融危機対策を具体化させたことで、金融市場や株式市場は一段落つ

いた格好だ。今後、期待通りに金融市場が鎮静し、正常化することが望まれる。しかし、

今回の主要国の対策は各国単位のものであり、欧州全体の枠組みではない。今後、小国の

銀行が経営危機に陥った場合、各国が資金支援を的確に行えない可能性もある。そうした

破綻が他の欧州諸国に及ばないとも限らず、この点がリスク要因となっている。  

（小谷哲也） 

 

ドイツ、本格的な金融安定化対策実施へ（ドイツ）2008 年 10 月 15 日 デュッ

セルドルフ発 

10 月 13 日、連邦政府は金融危機対策を閣議決定した。総額 4,800 億ユーロの支援策によ

り、他の欧州主要国とともに金融市場や株式市場における不安の鎮静を図る。10 月 17 日ま

でに連邦議会での可決を経て発効する見込だ。一方、今後の動向次第では、11 年までの財

政均衡達成が延期される可能性もある。  
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＜米国に迫る規模の支援策＞ 

政府は 10 月 13 日、英仏等他の欧州主要国に足並みを揃えて、金融危機対策を閣議決定

した（10 月 14 日付「金融安定化対策を欧州市場は歓迎」）。総額は 4,800 億ユーロで、米国

が既に発表している支援策の総額（7,000 億ドル）に近い額となった。対策の実施機関は

2009 年末までの予定である。  

内容は、銀行間融資に対する政府保証と、公的資金による銀行への資本注入からなる。

前者は最高 4,000 億ユーロで、最長 3 年間保証する。これにより、事実上停止している銀

行間市場の再開を図る。連邦政府は銀行間の融資の回収が困難になり焦げ付く可能性を 5％

と見込んでおり、予め 200 億ユーロの予算を確保する予定である。  

公的資金による銀行への資本注入額は最高 800 億ユーロで、ドイツ市場で活動する銀行

であれば外国銀行でも利用もできる。公的資金の注入を受ける場合、政府が金融機関の株

式等を取得する。さらに、当該金融機関に対して厳格な義務を課して、モラルハザードを

極力回避する。具体的には、ビジネスモデルや給与・ボーナス制度の見直しなどが求めら

れる。配当は無配となる。  

メルケル首相は第 1 ドイツテレビのインタビューに対して、米国では 7,000 億ドルが投

じられる可能性がある一方、ドイツでは実際に投じられる可能性があるのは 800 億ユーロ

と 200 億ユーロ、合計 1,000 億ユーロであると指摘し、金融機関の状況が米国並みに悪化

しているのではないかとの疑念を退けた。  

金融危機対策のための法案は早速、連邦議会で審議され、10 月 17 日までには可決される

見込み。その後ドイツ大統領の署名をもって発効する。  

 

＜国民への説明に腐心＞ 

メルケル首相は、金融市場を安定化させて、信用を回復し、国民を救済するための対策

だと繰り返し説明している。同首相は銀行の利益には関心がないとも強調し、対策により

中小企業や自治体、年金受給者、預金者に裨益すると繰り返している。15 時からの金融危

機対策発表以降、夕刻からメルケル首相やシュタインブリュック連邦財務相が断続的にテ

レビに出演し、国民の理解を得るよう努めている。一方で、シュタインブリュック連邦財

務相は、第 1 ドイツテレビのニュース番組中の中継で、対策を実施すれば税金の投入につ

いて批判的に見られ、対策を実施しなければ不作為を非難されるとしてマスコミの姿勢を

質すなど、苛立ちを見せる局面もあった。  

専門家や経済界の間では金融危機対策は一定の評価を得ている。ドイツ産業連盟（BDI）

のトゥーマン会長は、「緊急に必要な金融市場の信用が再び創造され、金融危機が実体経済

に飛び火することを防ぐ良い機会」と評価している。  

 

＜11 年の財政均衡達成の延期も＞ 

金融危機や景気後退への不安に伴う景気対策は、検討されていない模様だ。トゥーマン BDI
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会長も、「つかの間の喜びをもたらす景気対策は、無駄遣い」と改めて指摘した。同会長は、

以前から主張しているように、むしろ経済構造改革を進めるよう求めている。  

メルケル政権は 05 年 11月の誕生以来、「財政再建 → 制度改革 → 投資振興」を推進し、

11 年に赤字国債ゼロ発行・財政均衡を達成することを決定していた。資本注入額が最大限

度利用され、焦げ付きが予測どおりの場合、1,000 億ユーロの財源を確保する必要がある。

政府は財源の 35％を州政府に負担するよう求めているもようだが、州政府の間では賛否が

割れている。仮に連邦政府が全額を負担する場合、国家財政の 4 割近く（07 年歳出：2,722

億ユーロ）を負担することになる。シュタインブリュック連邦財務相も、要する時間が延

びても、財政均衡の目標は放棄しないとして、11 年までの財政均衡達成が実現できない可

能性を示唆した。今後の動向次第では、EU の安定成長協定違反や、ひいてはユーロへの信

認を損ねる事態も生じうる。  

（小谷哲也） 

 

関心は金融危機対策から実体経済に（ドイツ）2008 年 10 月 21 日 デュッセル

ドルフ発 

欧州主要国、米国における包括的な金融危機対策の実施により、金融危機への市場の不

安は解消されつつある。ドイツでも金融機関への資本注入など対策の枠組みは整えられつ

つあるが、具体的な適用にはいたっていない。一方、主要経済研究所、連邦政府からは経

済成長率見通しの引き下げが相次いでおり、市場の関心は金融危機対策から実体経済の行

方に移ったようだ。  

 

＜株価下落への不安は一段落＞ 

10 月 11 日にワシントンで開催された先進 7 カ国財務相・中央銀行総裁会議（G7）、10

月 12 日にパリで開催されたユーロ圏 15 ヵ国、英国、欧州委員会、欧州中央銀行（ECB）

の緊急首脳会議、それに続く主要国の資本注入や銀行間取引等に対する政府保証の発表、

米国の資本注入策の発表により、株価下落への懸念は解消されつつある。 

ドイツでも金融機関同士のインターバンク取引はまだ正常化には至っていない。在独の日

系金融関係者は、(1)今後大きな金融機関の破綻等がなく事態が推移すること、(2)10 月下旪

から 11 月上旪発表予定の大手金融機関の第 3 四半期決算が市場予想を下回らないこと、が

信用不安解消に向けた条件との見方を示している。 

10 月 6 日の終値で 4133.77 だった BET 指数は、10 月 17 日に 3,483.93（6 日と比較し

約 15.8％下落）で取引を終えた。 

 

＜市場の関心は実体経済のリセッション入りに移る＞ 

市場の関心は、実体経済の行方に移りつつある。主要経済研究所は 10 月 14 日、秋季合

同経済予測を発表、2009 年のドイツの実質 GDP 成長率を 0.2％とした。春季予測（08 年 4
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年）から 1.6 ポイントの引き下げとなる。主要経済研究所は合わせて、金融危機の拡大が止

まらない場合のリスクシナリオを発表、この場合、2009 年の実質 GDP 成長率はマイナス

0.8％となる。マイナス成長となれば、2003 年以来 6 年ぶりとなる。  

連邦政府も 10 月 16 日に経済見通しを発表、2009 年の実質 GDP 成長率を 0.2％とした。

グロース連邦経済・技術相はプレス発表の場で、ドイツ経済は「現在の内外の脆弱な経済

状況下で、これ以上の負担には持ちこたえられない」とし、「これまでの成長政策を推進す

るとともに、所得税率のフラット化、社会保障保険料の引き下げにより、国民負担を軽減

する必要がある」と述べ、実体経済を下支える対策を打ち出すべきとの姿勢を示した。  

（小谷哲也） 

09 年はほぼゼロ成長に−主要機関の経済予測−（ドイツ）2008 年 10 月 21 日 ベ

ルリン発・デュッセルドルフ発 

 連邦政府、主要経済研究所、経済団体が発表した秋季の主要経済予測によると、2008 年

は従来どおり 2％弱の成長を見込むものの、09 年は 0％台前半の成長にとどまるとの予測が

大半を占めた。一方で、09 年には深刻な景気後退（リセッション）に陥るとの見方も出て

いる。金融危機の影響がどれほどの規模で、どれほどの期間続くのかが今後の焦点になる。

景気対策としては財政出動でなく、さらなる改革の推進を求める声が強まっている。 

 

＜09 年の成長率を 0％台前半に引き下げ＞ 

 主要経済研究所（注）、連邦政府、ドイツ商工会議所連合（以下、DIHK）などの 08 年秋

季経済予測が出そろった。08 年の成長率については金融危機や世界的な景気減速にもかか

わらず、春季の予測と同様にほぼ同様の 1％台後半の成長を見込んでいる。しかし、09 年

は春季の 1％台前半の予測から、0％台前半に引き下げられた（表 1 参照）。 

 いずれの予測でも現状について経済の減速は明らかとしている。主要経済研究所は「08

年秋、ドイツ経済はリセッション入りの瀬戸際にある」、連邦政府は「ドイツ経済は負荷テ

ストの中にある」と記している。また、原材料価格高騰に伴うインフレ圧力、一部の国・

地域における不動産市場の調整、さらには金融危機の先鋭化が世界経済の負担になってい

ると指摘している。 

 地域別にみると、米国では多くの指数が弱い景気状態を示し、欧州では先行指数が、こ

こ数ヵ月急速に落ちており、経済はこれ以上成長しないとしている。日本では需要が減退

している。ただし、新興国では、拡大のテンポは落ちているもの、生産の伸びはなお続い

ているとみている。 

 金融、不動産の両部門が経済成長に占めるシェアが大きい国では、リセッション入りの

危機にあるとして、米国、英国などにおける今後の景気後退を示唆した。 

 ただし、今後数ヵ月で金融部門の安定化に成功すれば、09 年半ばから世界経済は次第に

回復すると見立てている。金融部門の安定化に成功しない場合は、実体経済における投資

の減尐をもたらし、不安定な欧米の金融システムは、グローバルな経済のつながりを介し
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て、安定的な金融システムを有する国の経済に対してもダメージを与えると予測する。  

 

＜個人消費により 09 年後半に成長回復を見込む＞ 

 グロース連邦経済・技術相は 10 月 14 日に財界首脳や銀行界首脳と会談後、世界的な金

融危機の影響にもかかわらず、ドイツ経済はなお抵抗力があるとの見方を示した。ドイツ

産業連盟（BDI）もドイツ産業の強さを指摘している。主要経済研究所は、ドイツ企業はこ

こ数年のリストラによって強くなっているという。また金融部門は伝統的な銀行業務にか

なり重きを置いているため、世界的な金融危機の影響は、他国よりも小さいという。国内

では総じて、金融危機がドイツの金融機関にもたらす影響は限定的で、産業界は危機を乗

り切れる体力があるとみている。 

 08 年下半期のリセッション入りを予測する見方は既にあったが、主要経済研究所は対照

的に、08 年下半期は成長を維持すると予測する。ただし、個人消費はマイナス幅が拡大し、

投資の伸びも小さくなり、外需も減退するとみている。 

 09 年については、金融危機に伴う実体経済の減速傾向は織り込まれているものの、欧米

各国が発表した一連の金融危機対策により金融機関が正常化に向かうとの前提に立つ予測

が多く、09 年中に経済は成長を回復するとみている。 

 主要経済研究所によると、経済を支えてきた外需は、ドイツ経済の成長を牽引、または

下支えする力を失うが、新興国の需要は依然として強く、世界経済を支えると予測してい
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る。また為替市場におけるユーロ安により価格競争力が増し、09 年後半には輸出は回復に

向かうとみている。 

 内需については、設備稼働率の低下や、金融危機の影響による資金調達コストの増加、

売り上げや受注見通しの軟化により、経済のもう 1 つの柱であった投資の後退を予測して

いる。さらには、失業率も下げ止まると見ている。一方で、ここ 2〜3 年の失業率の低下、

エネルギー価格の下降に伴うインフレ率の低下により、個人消費が経済を下支えすること

が期待される、としている。 

 

＜金融危機の拡大続けばリセッションに＞ 

 連邦経済・技術省の外国貿易諮問委員会は、金融危機がドイツの実体経済に及ぼす影響

について、「現時点ではだれにも正確に予測できないが、大きな損害を見込む必要があり、

輸出への影響は大きい」とみているようだ。 

 主要経済研究所は今回の予測で、今後も金融危機の拡大が止まらない場合の「リスクシ

ナリオ」を併せて発表した（表 2 参照）。欧米以外にも金融危機が拡大し、実体経済ではさ

らに投資が落ち込む。世界経済全体が後退し、資金調達コストが上昇し、家計も先行き不

透明で消費を押さえ込む。これらが現実になる場合、70 年代から 80 年代初頭のオイルショ

ック時にみられた顕著なリセッションに陥ると予測する。投資は大幅に減退し、労働市場

も明らかに悪化する。「リスクシナリオ」の可能性は基本シナリオに比べれば低いものの、

ここ数週間、リスクシナリオに近づく可能性は高まっていると主要経済研究所は指摘する。  
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＜産業界は景気テコ入れ策を要望＞ 

 経済界は秋季の経済予測の内容を、08 年第 2 四半期 GDP 発表時に続いて冷静に受け止

めている。DIHK は製造業の景況感の悪化について、景気循環的な側面があると指摘して

いる。BDI は経済の勢いは明らかに弱まったが、連邦政府の金融危機対策により、市場は

安定化すると確信している。 

 主要経済研究所、DIHK、BDI は、景気対策として、所得税率のフラット化、社会保険料

負担の軽減など改革の推進、あるいは成長や雇用を生み出す教育、研究、インフラへの投

資を求めている。加えて、BDI は例えば温室効果ガスの排出権取引や自動車業界における

気候変動対策などの負担の見送りも要望している。一方で財政再建路線の維持も求めてい

る。 

 また、グロース連邦経済・技術相も経済見通し発表の際のプレスリリースで、「現在の内

外の脆弱（ぜいじゃく）な経済状況下で、これ以上の負担には耐えられない。これまでの

成長政策を推進するとともに、所得税率のフラット化、社会保障保険料の引き下げにより、

国民負担を軽減する必要がある」と述べた。また、「今後は企業や家計に関し、負担となる

措置は控えるべきだ。例えば、個人用乗用車に関する欧州全体での二酸化炭素（CO2）削

減目標設定により、ドイツ自動車業界に対しこれ以上負担をかけるべきではない」と産業

界の要求を政府としても EU に求める姿勢をみせた。加えて、「中小企業などの信用力の低

下に対して、復興金融公庫の資金を投入するなど、投資の拡大を図る」として、政府支出

を削減してでも、民間投資を維持させたい意向を示した。 

（注）主要経済研究所とは ifo 経済研究所（ifo）、キール世界経済研究所（IfW）、ハレ経済

研究所（IWH）、ライン・ヴェストファーレン経済予測研究所（RWI）、ハンス・ボ

ェックラー財団 マクロ経済・市況研究所（IMK）、ウィーン高等研究所（IHS）、

オーストリア経済研究所（WIFO）、チューリヒ工科大経済研究所（KOF）。 

（太田雄彦、小谷哲也） 

 

国民は政府の金融危機対策に理解示す（ドイツ）2008 年 10 月 27 日 デュッセ

ルドルフ発 

 世論調査では、国民の大半が政府の金融安定化策を正しいとみていることが分かった。

メルケル首相らによる金融安定化策への理解の呼びかけが、功を奏しているようだ。2009

年 9 月の総選挙を控えた政党支持率などに、金融危機の影響は今のところは及んでいない

が、実体経済への影響が動向を左右しそうだ。 

 

＜世論調査で 61％が「金融安定化策は正しい」＞ 

 ドイツ第2放送向けに10月21〜23日に行われた世論調査（Politbarometer、回答数1,327

件）によると、10 月 13 日に発表された総額 4,800 億ユーロの金融安定化策について、61％

が「正しい」、29％が「正しくない」と答えた。連日、メルケル首相やシュタインブリュッ
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ク連邦財務相らが、金融安定化策は銀行など金融機関の利益を守るためのものではなく、

金融市場を安定化させて信用を回復し、国民を救済するための対策だと説明していること

が、効果を上げているようだ。 

 不動産金融大手ヒポ・リアル・エステートの支援策と、同支援策頓挫後の新たな支援策

に対しては、10 月 7〜9 日に行われた世論調査（回答数 1,276 件）で、36％が「正しい」、

35％が「正しくない」と回答していた。金融危機が深刻化する一方、政府側が国民への説

明を繰り返したことにより、金融安定化策の必要性に対する国民の理解が高まっているこ

とがうかがえる。 

 

 また、メルケル首相らが 10 月 5 日、預金口座、当座口座、定期預金などすべての口座を

全額保護すると発表したことに対しては、10 月 7〜9 日の上記調査で 72％が「正しい」と

評価している。 

 

＜雇用に影響が及べば政党支持率に影響も＞ 

 09年 9月 27日の次期総選

挙まで 1 年を切り、金融危機

が政党支持にどのような影

響をもたらすのかが注目さ

れている。08 年は、大連立

与党のキリスト教民主同盟

／同社会同盟が 4 割前後の

支持率を保っている。連立パ

ートナーの社会民主党は、年

初の支持率 3 割前後が若干

減っている（図 1 参照）。 

 米リーマン・ブラザーズ破

綻後の 10 月の 2 回の世論調

査では、両党の支持率に大き

な変化はない。メルケル首相

に対する評価も、79％がこれ

までの業績を評価（9 月比 1

ポイント増）している。  

 他方、同調査における「最

も重視するテーマ」（複数回

答可）では、08 年は失業と

コスト／価格／賃金が 1、2
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位を占めてきたが、10 月から 1 位は銀行・金融危機に変わっている（図 2 参照）。 

 しかし、失業、コスト／価格／賃金は 10 月も 2、3 位をそれぞれ占めており、引き続き

国民の関心は高い。ただし、雇用の改善傾向は 08 年に入ってからも続いており、08 年 9

月の失業率は 7.4％（季節調整済値は 7.6％）に低下していた。 

 今後、金融危機に伴う実体経済の悪化が深刻になり、雇用情勢やインフレ、賃金動向へ

の影響が目立ってくる場合には、メルケル首相への支持や、各政党への支持にも影響が及

ぶ可能性がある。  

（小谷哲也） 

 

自動車メーカー、部品メーカーともに生産削減−金融危機の影響−（ドイツ）2008

年 10 月 31 日 ミュンヘン発 

 世界的な金融危機の影響は、基幹産業である自動車産業にも及んでいる。報道によると、

自動車メーカー、部品メーカーは生産削減・休止に追い込まれ、ディーラーも苦戦してい

る。 

 

＜ダイムラー、BMW などが工場の操業を一時停止＞ 

 ダイムラーは、大型・高級車に対する需要減に伴い、国内の 14 工場で、12 月 12 日から

約 5 週間、生産を停止すると発表した。約 4 万 5,000 台の生産減尐となる。 

 BMW は、10 月 27 日から 4 日間、ライプチヒ工場（ザクセン州）で生産を休止している。

レーゲンスブルク工場（バイエルン州）は 11 月初めから、ミュンヘン工場（バイエルン州）

は 11 月 3 日から 5 日間、生産を休止する。3,500 人を 2008 年末までに解雇する予定。 

 オペルは、ボーフム工場（ノルトライン・ウェストファーレン州）での生産を、10 月 6

日から計 5 日間、10 月 20 日から 2 週間、休止した。アイゼナハ市（テューリンゲン州）

の工場でも 10 月末まで 3 週間、生産を休止。さらに、12 月に生産を全面休止する可能性

もある。 

 一方、フォルクスワーゲン（VW）は減産を予定していない。唯一、大型バン・モデル

「Touran」の生産をより小型の「Tiguan」に変更する予定。 

 VW 傘下のアウディも、最新モデル「A4」と小型オフロード車「Q5」が人気を得ている

ため、生産削減は予定していない。一方、同じく VW 傘下のスペインのセアトとチェコの

シュコダは生産を削減すると言明している。VW は、自動車業界の混迷は 10 年までは続く

との見解を発表している。 

 また、ダイムラー、BMW、VW の 3 社は臨時雇用者を大幅に削減する予定と報道されて

いる。 

 

＜大手自動車部品メーカーも生産を停止＞ 

 大手自動車部品メーカーにも生産休止の動きが出ている。ボッシュはバーデン・ビュル
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テンベルク州のロイトリンゲン・ロメルスバッハ市にある工場（従業員 400 人）でのディ

ーゼル・エンジン用噴射ポンプ生産を、10 月 27 日から始まる週に停止した。コンティネン

タルも、生産を削減するかどうかを検討中だ。 

 報道によると、ボッシュは自動車メーカーによる大幅な生産削減に伴い、週 35 時間労働

を 30 時間へと時短する予定。コンティネンタルも、クリスマス休暇の延長（結果的に給与

カット）や、臨時雇用者を削減するといった方策を考慮中。コンティネンタルはレーゲン

スブルク工場（バイエルン州）で時短（週 4 日勤務）に踏み切っている。 

 国内のガソリン価格は、最近になってやっと 08 年春先の価格レベルにまで落ちてきたと

はいうものの、昨今の世界的な金融危機に伴う不安感から、消費者の乗用車購入意欲は低

い。このため、ディーラーは、新規販売のためには値引きしか方法がなくなってきている。

例えば BMW とディーラーとの間で、「BMW からの引き取り台数を年末までは 20％減らさ

せてほしい」、「いや、メーカーに比べ、販売店には金融危機による影響はそれほどないの

ではないか」といった綱引きが行われているとも報道されている。 

（石川一郎、マヌエラ・ボルフ） 

 

総額 500 億ユーロの大型景気対策を発表（ドイツ）2008 年 11 月 10 日 デュッ

セルドルフ発 

 政府は、金融危機の影響が実体経済におよぶのを食い止めるため、総額 500 億ユーロ（約

6 兆 3,000 億円）の大型景気対策を発表した。各施策の目的を具体的にし、「投資プログラ

ム」と銘打つことで、「景気対策は短期的な効果しかもたらさない」との経済界などからの

批判に配慮している。11 月 7 日発表の世論調査では、過半数が「投資プログラム」への賛

意を示した。 

 

＜経済・技術相が自ら電話相談に回答＞ 

 経済・技術省は 10 月 30 日、中小企業が抱える金融面の問題に対応するため、電話ホッ

トラインを開設した。開設初日は 2 時間にわたって、グロース経済・技術相が同省の金融

専門家らとともに自ら電話相談に対応した。同省によると、最初の 2 時間で 250 件の相談

が寄せられた。グロース経済・技術相は「政府による支援を中堅企業が強く求めている」、

「金融危機を通じて中小企業が直面しているさまざまな問題を知らせてもらう良い機会に

なった」と評価した。 

 電話相談サービスは、月曜日〜木曜日の 8 時〜20 時、金曜日の 8 時〜12 時に行われてい

る。 

 

＜機械などに最高 25％の減価償却を認める＞ 

 11 月 5 日に政府は、「投資プログラム」と名付けた大型景気対策を発表し、これが投資促

進のためのプログラム、包括的な成長プログラムであり、「わらの炎のようにパッとついて
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消えるものではない」ことを強調している。経済上厳しい状況にあることをあらためて認

めた上で、ドイツ経済への金融危機の影響を緩和し、雇用への影響を食い止めるためのプ

ログラムであるとしている。 

 必要な法改正は、11 月 7 日以後に閣議決定される見通し。他方、2007 年 7 月に閣議決定

された「11 年の新規借り入れゼロ」の目標は、実現不可能になると発表した。ただし、新

規借り入れゼロの目標自体は、断念しないと強調している。 

 法人税減税や所得税減税など、一般的な減税は行われないが、企業の投資活動への支援

や中小企業の経営危機対策、インフラ投資促進、地球温暖化対策への貢献、技能の低い労

働者の再教育などを意図した対策が並ぶ。自動車業界にも一定の配慮を示している。 

 主なプログラムは、以下のとおり。 

 

○機械、自動車などの投資財について、09 年 1 月から 2 年間、最高 25％の減価償却を認め

る。短期間に集中的に償却することが可能になる。政府は、とりわけ機械産業に貢献す

ると期待している。 

○貸し渋りや貸しはがしなど、中小企業の信用収縮に備えて、政府系金融機関の復興金融

公庫から 150 億ユーロの信用を供与する。 

○地球温暖化対策の一環として、エネルギー効率を高めるための改築や改修に 30 億ユーロ

追加支出する。 

○09 年と 10 年の 2 年間、鉄道、高速道路、水路など重要な交通インフラ計画や鉄道の騒

音対策のために、20 億ユーロを追加支出する。 

○構造問題を抱える地域の改革のために、09 年と 10 年に計 30 億ユーロを支出する。 

○新車購入後 1 年間、自動車税を免除する。ユーロ 5、ユーロ 6 基準の新車を購入した場合

は自動車税を 2 年間免除する。なお、ドイツでは自動車取得時に要する税金は、付加価

値税（19％）のみとなっている。 

○各家庭が住居の維持、改善のために支出する際の補助を 1,200 ユーロに倍増する。 

○操業短縮手当の支給期間を 12 ヵ月から 18 ヵ月に拡大し、技能の低い労働者が再教育を

受ける場合も支給の対象とする。 

 

＜世論は賛意示すも効果には懐疑的＞ 

 今回の景気対策について、経済界や専門家の間では景気にもたらす効果は小さく、むし

ろ状況を悪化させるとの声が出る一方、未曽有の状況下では、手本となる対策はないとし

て好意的に評価する向きもある。所得税減税を行わなかったことにより、減税分が消費に

十分に回らずに、貯蓄される状況を回避したとの意見もある（経済専門紙「ハンデルスブ

ラット」11 月 4 日）。 

 11 月 4〜6 日に行われた世論調査（Politbarometer、回答数 1,171 件）によると、68％

が今回の景気対策を正しいと評価している。他方、「景気対策により景気後退期入りは回避



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

 

されるか」との問いには、58％が「回避されない」と回答した。景気対策の効果に懐疑的、

あるいは、自国の景気対策だけでは事態の悪化を食い止められないとみているようだ。 

（小谷哲也） 

 

独自の提案を盛り込むことに成功－G20 緊急金融首脳会議－ （ドイツ）2008

年 11 月 17 日 デュッセルドルフ発 

 11 月 14～15 日に開催された G20 緊急金融首脳会議では、欧州が EU レベルで調整・合

意していた事項に加えて、メルケル首相が独自に提案した内容も首脳会合宣言に盛り込ま

れた。同時に政府は、輸出国の立場から新興国や途上国の成長を支える姿勢を強調してい

る。 

 

＜政府の提案が首脳会合宣言に反映＞ 

 今回の世界金融サミットには、ドイツからはメルケル首相とシュタインブリュック連邦

財務相が出席した。欧州からはほかに、G20 メンバーとして英仏伊各国首脳が、非メンバ

ー国からはスペインの首脳が参加した。EU や欧州中央銀行（ECB）も代表者を送り込んだ。 

 欧州では、11 月 7 日の EU 非公式首脳会合で、金融サミットに向けた行動指針を発表し

ていた。主なものは以下のとおり（2008 年 11 月 10 日記事参照）。 

 

○格付け機関への監視強化 

○会計基準制度の統一や金融部門での公正ルール適用見直しの受け入れ 

○金融機関に対する市場での規制強化 

○金融部門の過度のリスクを回避する行動規範の確立 

○金融安定化フォーラム（FSF）とともに IMF の役割・権限強化 

 

 政府はさらに、オットマール・イッシング氏〔元ドイツ連銀理事（90～98 年）、元 ECB

理事（90～99 年）〕などからなる専門家グループを設けて、必要な諸施策の検討を進めてき

た。11 月 14 日にメルケル首相に渡された提案には、EU 非公式首脳会合の行動指針に既に

示されたほかに、独自のものとして主に以下の内容が含まれていた（経済専門紙「ハンデ

ルスブラット」電子版 11 月 14 日）。 

○金融機関のマネージャーの報酬システムを、長期の成果に基づく面を強化することで、

短期に基づく評価と長期に基づく評価のバランスを得るよう努める 

○ヘッジファンドや保険会社、あるいは主な金融商品市場の状況を含む、すべての市場参

加者の状況を反映した「リスク世界地図」の作成 

○市場への規制の改善（強化）と同時に低利率と流動性への国家の関与も重要 

 これらを携えて、メルケル首相とシュタインブリュック連邦財務相はワシントンに赴い

た。政府の独自提案のうち、金融機関の報酬に関する提言は、首脳会合における各国財務
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相への今後の追加提言策定指示の中に、「リスク・テイクと技術革新のためのインセンティ

ブに関連していることから、報酬の慣行を見直す」との形で盛り込まれた。「リスク世界地

図」や、低利率と流動性への国家の関与についても、その考え方は首脳会合宣言の随所に

盛り込まれたようだ。 

 

＜新興国・途上国の成長にも関心＞ 

 サミット参加各国は、2009 年 4 月 30 日までに開催する次回世界金融サミットに向けて、

首脳から各国財務相に示された 47 の行動計画に着手する。 

 メルケル首相はワシントンへの出発前に、今後 100 日間、具体的に取り組むべき課題を

サミット全参加国が持ち帰って検討することを望むと話していた。さらに、明確なスケジ

ュールを伴った、市場に関する新たな規則を採択する具体的なロードマップが、金融サミ

ットの目標であるべきだとしていた。加えて、危機が繰り返されないよう、足元の危機か

ら得られる教訓や結論を早急に得る必要があるとも語っていた。 

 

 メルケル首相はサミット終了後、首脳会合宣言がもくろんでいるものは金融に対する有

効な監督で、コントロールの効かない市場、市場参加者、金融商品があってはならないと

述べた。さらに、金融危機がもたらした経済面での挑戦に、共通の回答を示そうとしたと

も評価した。ドイツは輸出国として、中国やインドなどの新興国、途上国の成長にも高い

関心を持っている。首相は「世界の成長が回復するよう、あるいは尐なくともさらに落ち

込まないように、できる限りのことをすべてやらなくてはならない」と表明した。 

 首脳会合宣言に盛り込まれた、開放的な世界経済のためのコミットメントについても、

首相は「ドーハ・ラウンドについて存在する問題を年末までに解決するために、われわれ

は全力を挙げる」と支持する姿勢を示した。 

（小谷哲也） 

 

【ハンガリー】 

景気後退で政府は 09 年予算案の見直し発表（ハンガリー）2008 年 10 月 20 日 

ブダペスト発 

 金融危機のあおりを受け、10 月に入ってブダペスト証券取引所指数（BUX）、フォリン

ト相場とも大きく下落した。政府は 09 年 3%の経済成長を見込んで編成した 09 年予算案の

見直しを発表した。国内の一部の自動車・部品メーカーは生産調整のための製造停止、従

業員の解雇などを発表している。今後外国市場の縮小に伴い、輸出に依存している国内経

済の先行きが懸念される。 

 

＜株価やフォリントが大幅下落＞ 

 ブダペスト証券取引所指数（BUX）は 2007 年 7 月に 3 万 118 ポイントの高値を付けた
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後、徐々に下落を始め、08 年 10 月 10 日には終値 1 万 4,484 ポイントまで下落した。 

 10 月 9 日には国内銀行最大手の OTP 銀行（ハンガリー）が国有化されるとのうわさが

流れ、同社株が 1 日で 14％急落、政府が記者会見で根拠のない憶測にすぎないと否定する

など、昨今の金融市場の混乱に翻弄（ほんろう）されている。 

 為替市場は、08 年 2 月に中央銀行がフォリントの対ユーロ交換レート変動枠を撤廃、08

年 4 月から 5 月にかけての基準金利の引き上げなどを行った影響で、2 月の 1 ユーロ 265

フォリントから 8 月には 229 フォリントまで上昇、フォリント高の傾向が続いていた。 

 しかし、欧州に飛び火した金融市場の混乱を受け、10 月に入りフォリントは大きく下落

している。10 月 1 日の 1 ユーロ 241.52 フォリントから 10 日には 264.03 フォリントにな

った。 

 さらに、週明けの 10 月 13 日に国際通貨基金（IMF）が「政府への財政支援を惜しまな

い」とする声明を発表したことが、投資家の不安をあおり、15 日には 266.09 フォリントま

で下落している。その後、16 日には欧州中央銀行（ECB）がハンガリー中央銀行に対し 50

億ユーロの特別貸し出し枠を設けることを発表している。 

 フォリントの急激な変動を受け、10 月 14 日に MKB 銀行（ハンガリー）は外貨建て貸出

停止を発表。続いてフォルクス銀行（オーストリア）もスイスフランおよび米ドル建ての

貸出停止を発表している。 

 株価とフォリント下落の理由について、金融専門家からは、政府債務残高が GDP の 65％

以上と財政基盤が脆弱（ぜいじゃく）なこと、ユーロやスイスフランなど外貨建て貸出率

が高く（08 年 8 月時点で個人向貸出の 81.7％、出所：中央銀行）、自国通貨下落による返

済能力低下などのリスクが高いことを指摘する声が出ている。 

 

＜成長率を 2％以下に直し 09 年予算案を再策定＞ 

 リーマン・ブラザーズ破綻以降の経済情勢の激変を受け、政府は 9 月中旪に議会に提出

した 09 年予算案の見直しを発表した。 

 同予算案の前提となった 09 年経済見通しでは、経済成長率を 3.0％としていたが、2.0％

以下の成長率に修正し、再度予算案を策定するとしている。 

 同予算案と併せて、減税による経済の競争力強化を目指して発表した税制改革案につい

ては、財政赤字削減による経済安定化を優先し、先送りした。対 GDP 財政赤字の目標につ

いては、08 年は当初目標の GDP 比 4％から 3.4％に、09 年は 3.2％から 2.9％に変更した

いとしている。 

 また、10 月 13 日に議会は、貯蓄補償機構（NIDF）による銀行預金の補償限度額を 600

万フォリントから 1,300 万フォリントに引上げることを決議した。1,300 万フォリント超に

ついても政府が全額補償するとしている。 

 

 中央銀行は、10 月 8 日に必要な対策はすべて講じる用意があるとしながらも、国内の金
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融システムは安定しており、市場介入の必要はないとコメントしている。 

 米欧の主要銀行による政策金利の協調引き下げ時にも、インフレ抑制などを理由に現状

の 8.5％の金利を維持、利下げは実施していない。 

 16 日には、フォリント資産の売込みよる銀行の外貨不足などを受け、ユーロの流動性供

給策として、欧州中央銀行（ECB）から 50 億ユーロの支援を受けることで同意した。 

 

＜8 月の輸出入、03 年以降初のマイナス＞ 

 鉱工業産業全体の 19.4％を占める自動車・同部品の輸出比率は、約 90％（自動車 94％、

同部品 88％）に達し、国内産業は EU を主とする外国市場に大きく依存している（ハンガ

リー投資・貿易促進公社）。 

 中央統計局の 8 月の貿易収支（速報）の発表では、前年同月比で輸出が 0.7％減、輸入が

1.9％減と 03 年以降初めて輸出入ともに前年比マイナスとなっている。今後、外国市場の

縮小に伴う国内経済への影響が強く懸念される。 

 IMF は 10 月 8 日、金融危機が多くの新興国の成長に影響を与えるとして、ハンガリーの

経済成長率予想を政府発表の「08 年は 2.3％、09 年は 3％」より低い、「08 年は 1.9％、09

年は 2.3％」と発表した。 

 

＜自動車業界で生産一時停止や従業員解雇＞ 

 金融危機は国内の自動車・部品生産にも暗い影を落とし始めている。 

 西部のセントゴットハード市でエンジン 43 万基、シリンダーヘッド 50 万個などを生産

（07 年）している GM（米国）は、生産調整のため、同工場のエンジン製造を一時的に停

止したと発表した。 

 西部ジュールの自動車用ゴム・プラスチック部品製造ウェリタス（ドイツ）は従業員 1,000

人のうち 100 人を解雇、西部ショプロクベシュドウのシートベルト製造アウトリブ（スウ

ェーデン）は従業員 750 人中 26 人を解雇すると発表している。 

 一方、北部のエステルゴム進出しているスズキ（日本）は、「スイフト」「SX4」などの乗

用車を 07 年に 23 万台生産、08 年には 30 万台への増産計画を発表しているが、現在のと

ころ増産計画に変更はないとしている。 

 また、6 月に 8 億ユーロを投じて、同社初となる東欧の製造工場を南東のケチケメート市

に設置すると発表したダイムラー（ドイツ）は、進出計画に変更はないと発表している。 

（和波拓郎） 

 

金融不安にひとまず落ち着き（ハンガリー）2008 年 10 月 21 日 ブダペスト発 

 欧州中央銀行（ECB）の融資受け入れ決定や IMF の支援表明を受け、金融不安に対する

市民の動揺が広がることが懸念されていたが、週明け 20 日、ブダペストにある銀行にも客

が殺到するといった混乱はなかった。 
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＜欧州中銀、IMF が支援を表明＞ 

 外貨建て債務の比率が大きい国内では、投資の引き揚げなどを理由とする外貨準備高の

減尐により、自国通貨フォリントの大幅な下落をはじめとした金融不安を招き、10 月 16

日には ECB が市場安定を図るために、ハンガリー中央銀行（MNB）へ最大 50 億ユーロの

融資を決定、また IMF も支援を表明していた。 

 金融不安はフォリント安による家計の負担増などにより、住宅・自動車など高額な消費

財の購入に際し、外貨建てローンを組むことが多い市民生活への圧迫が懸念されている。

今後、金融当局などを中心に、ローン返済期間の繰り延べなど救済策が検討されるとみら

れるが、個人によるフォリントの外貨換金が続いており、さらなる外貨不足から、一層の

金融不安を招いている。既にいくつかの銀行はフォリントの外貨換金や外貨貸し出し、預

金の引き出しを停止している。今回の ECB、IMF による支援の発表で、市民の不安がさら

にあおられ、週明けの 20 日には銀行での取り付け騒ぎなどが起きかねないと懸念されてい

た。 

 

 MNB のシモール総裁は「ウォールストリート・ジャーナル」紙電子版（10 月 19 日）で、

「先週の ECB からの融資金は緊急事態時の準備金であり、当面活用する考えがない」と述

べる一方、融資決定以降ハンガリーがアイスランドなどとともに金融危機に見舞われた国

として外国で報道されていることについて、「両国の状況は違う」と不快感を示している。 

 

＜金融危機対策を進める政府＞ 

 政府は、今回の金融危機を受け、09 年予算案のベースとなる経済予測を改定、2009 年の

財政赤字の GDP 比を当初の 3.2％から 2.9％に絞り込む考えだ。財政赤字を改善する必要

性は国内外の経済関係者から長い間指摘されていたため、今回、一層の緊縮財政に取り組

む姿勢を示すことで、投資家など金融関係者からの信頼回復を期待する。 

 他方、ジュルチャーニ首相は 18 日、各政党党首ら議員、財界や経済分野などの有識者 60

人以上が集まったナショナル・サミットで、市民が利用している外貨建てローンの返済額

上昇対策の検討や、企業への財政支援の考えを披露し、市民生活や産業への影響を軽減す

る姿勢を示している。 

（本田雅英） 

 

IMF などが 200 億ユーロの緊急融資決定−デフォルトは回避−（ハンガリー）2008

年 11 月 04 日 ブダペスト発 

 IMF は 10 月 28 日、ハンガリーに対し 125 億ユーロの緊急融資を行うと発表した。同時

に EU から 65 億ユーロ、世界銀行から 10 億ユーロを融資する。ジュルチャーニ首相は合

計 200 億ユーロの緊急融資を担保に、外国投資家の信用回復、金融市場の安定化を図ると
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ともに、赤字体質の財政などにメスを入れ、安定成長路線の社会システム作りを進めたい

考えだ。 

 

＜融資規模は外資が保有する国債総額の 2 倍＞ 

 IMF によると、確保した融資資金は 17 ヵ月間留保し、ハンガリーの求めに応じて資金供

給を行う。IMF の正式承認は 11 月初旪となる見込み。IMF は今回の緊急融資に当たりハ

ンガリーに対し、経済の短期的な安定と長期的な成長力の改善、投資家の信頼性回復、国

内金融市場の安定を求め、特に財政支出削減や安定的な長期債務返済に向けた対策が重要

とした。また、IMF の緊急融資発表とともに、EU から 65 億ユーロ、世界銀行から 10 億

ユーロの融資計画も明らかにされた。EU からの融資は、欧州共同体設立条約 119 条の相互

援助の取り決めによるもので、実際に融資が決定すれば、EU 発足後初めて同条が適用され

るケースとなる。 

 ハンガリーの赤字体質の財政構造、多額の外貨建てローンと国の債務は、外国投資家の

不信を呼び、通貨フォリントや株価を押し下げ、金融危機の波に洗われる新興国として注

目を浴びることになった。今回の融資総額 200 億ユーロは、「外資が保有する国債総額の 2

倍、2010 年満期の政府対外債務の 5 倍」（シモール中央銀行総裁）の規模となり、仮に国

内の金融市場と国の資金繰りが一層悪化しても、対外債務不履行となるような局面は、ま

ず回避されたといえる。 

 IMF の発表は、市場関係者から好意的に受け止められている。対ユーロレートは 10 月

22 日には 1 ユーロ＝275.79 フォリントとなり、過去最安値である 06 年 7 月 6 日の 282.69

フォリントに迫る勢いだったが、同日の中央銀行による突然の政策金利引き上げ（8.5％→

11.5％）と、今回の IMF の支援発表で、30 日には 254.75 フォリントまで回復、11 月 3 日

の終値は 258.36 フォリントとなっている。一方、ブダペスト市場指標（BUX）株価終値も

回復基調となり、27 日の 1 万 751 フォリントから、30 日には 1 万 3,000 フォリント半ば

まで回復した。 

 

＜経済安定化のため財政赤字を削減＞ 

 IMF 融資に関連し、首相は 10 月 28 日、今後の対応策を協議するため、与野党 5 党会合

を開催し、財政支出削減や税制改革、個人や企業支援などを通じて、緊急事態を乗り越え

たいとの意向を明らかにした。経済紙「ビラガズダシャーグ」によると、主な対策案は以

下のとおりで、今後、議会などで具体的な協議が進められる。 

 

○09 年度経済の安定化のため、財政赤字の GDP 比を現行目標の 2.9％から 2.6％に引き下

げる。 

○公的部門従業員の賃金引き上げ凍結、ボーナスに当たる 13 ヵ月目の給与支給中止。 

○一定の条件を満たさない場合、年金支給の中止。閣僚の報酬カットとボーナスなどの支
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給中止。 

○国の経済成長のため、経済安定化と税制改革のための基金を創設。 

○税制改革を通じて労働者の負担軽減。 

○企業支援などのため 1 兆フォリントの基金の創設。 

○真に支援が必要な人のための公的支援システムの構築。 

（本田雅英） 

 

【フィンランド】 

信用保証に 500 億ユーロを準備（フィンランド)2008 年 10 月 22 日 ヘルシン

キ発 

フィンランド政府は 10 月 20 日、「有事を想定」し、500 億ユーロの金融救済策を発表し

た。同対策は 3 ヶ月から 5 年にわたる信用保証が中心となる。10 月 12 日のユーロ地域の

首脳会議で金融危機への緊急対策が議論され、フィンランドは預金者の最低預金保護限度

額を 2 万 5000 ユーロから 5 万ユーロに引き上げることで既に合意しており、今回は追加措

置となる。  

 

＜具体策という見える形で安心感を＞ 

フィンランド金融監督庁によると、フィンランドの銀行は現在は健全と報告されている。

従って政府による過度の介入は当面は避け、現行の銀行システムを通じて今回の難局を乗

り切りたいというのが政府のスタンスである。  

今回の具体策の根幹は、「見せ金」として、政府が市中銀行に対して 3 ヶ月から 5 年満期

の無担保信用に保証を与えることである。この暫定措置は 2009 年末まで有効とし、09 年 4

月にそれ以降の保証が必要かを評価する。金額は 500 億ユーロを上限としているが、金額

の根拠は来年末に満期を迎える国債や定期預金の総額を僅かに上回る額としている。  

これらの保証のほかに政府は、存続可能で支払能力のある銀行に資本を注入することも

視野に入れている。この手法はフィンランドの 90 年代の金融危機のときに銀行の貸付能力

を改善するために採られた方法によく似ている。金額については発表されていないが、今

回の世界的金融危機の影響を直接受けていないフィンランドでは、どの銀行もこのような

資本注入の必要性を今は訴えておらず、準備される枠組みは最大でも 40 億ユーロを超える

ことはないと見られている。いずれにせよ、政府はこれらの対策を裏付けるための政府保

証資金法の改正に取りかかり始めた。  

 

＜アイスランド・カウプシング銀行国有化の余波も＞ 

10 月 9 日、フィンランド金融監督庁はアイスランドに本社があるカウプシング銀行のフ

ィンランド内支店の営業を即座に差し止め、フィンランド人預金者約 1 万人以上の預金口

座を凍結した。これはアイスランド政府が同銀行を国有化する措置をとったことを受けた
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もの。同庁のアクションの意味は、取り付けによる資金不足を生じる事態を避け、カウプ

シング銀行に預けられているフィンランド人の預金が平等に取り扱われることを確保する

ための予防的措置である。同庁によると同銀行にはフィンランド籍の個人預金として 1 億

1,100 万ユーロが預けられているという。またフィンランドの地方自治体やその他団体等の

預金は 2,300 万ユーロにのぼる。  

10 月 20 日のフィンランドでの報道によると、フィンランド金融監督庁はアイスランド側

と預金の元利全額の支払いで合意したとされる。この合意はフィンランドのノルディア銀

行、OP ポヘヨラ・グループ、サンポ銀行の３金融機関がカウプシング銀行のフィンランド

内の支店業務を引き受けるかたちで行われ、フィンランドの保証基金や政府による保護・

救済は一切ないとされる。国も市民も地元銀行も誰もが大波を水際で食い止めることに必

死という状態がよく見える「事件」となった。  

（長田榮一） 

 

ロシアが丸太輸出関税再引き上げの延期を検討－金融危機の影響で－ （フィン

ランド）2008 年 11 月 14 日 ヘルシンキ発 

 ロシアのプーチン首相は 11 月 12 日、丸太輸出関税の再引き上げを 9～12 ヵ月延期する

ことを検討していると発表した。丸太関税は 2009 年 1 月から 1 立方メートル当たり 50 ユ

ーロに引き上げられる予定だった。延期検討の発言はフィンランドとロシアの 2 国間首脳

会議で明らかにされた。 

 

＜09 年 1 月からの予定を先送り＞ 

 プーチン首相は延期の大きな理由について、「現在の世界的不況と金融危機の最中に引き

上げることは、ロシアの丸太供給の減尐を招き、雇用情勢も悪化させる」と説明している。 

 これを受けてフィンランドのバンハネン首相はフィンランドのメディアに対し、「驚きを

持って歓迎する。本件で進展があるとは思っていなかった」と胸の内を明かしているが「ロ

シアは関税を撤廃すると言ったわけではない」と述べ、慎重に受け止めていることを明ら

かにした。 

 ロシアは国内の木材加工産業を振興するため、丸太の輸出を抑制しようと 07 年 7 月 1 日

から丸太の輸出関税を 1 立方メートル当たり 4 ユーロから 10 ユーロに引き上げ、08 年 4

月には 15 ユーロにした。09 年 1 月からは 50 ユーロまで引き上げることを予定しており、

フィンランドの製紙産業への打撃が深刻なことから政府はロシア政府に課税見直しの働き

かけを繰り返していた。 

 

＜「根本的解決にならない」と冷めた見方も＞ 

 延期検討のニュースを受けて、関係者はさまざまな反応を示している。まずペッレルボ

経済研究所パシ・ホルム所長は「ロシアが本件で柔軟な姿勢を示したことは評価できるが、
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根本的な解決には至っていない。これまでロシアから購入してきた在庫が山のようにある。

内需も大幅に下落している現在、供給量は今のところ十分だ」と、冷めた見方をしている。 

 フィンランド森林産業連盟のアンネ・ブルニラ会長は「一時延期はロシア・フィンラン

ド両国に情勢の変化に対応する機会を与えてくれるが、輸出関税そのものの解決ではない。

日常のビジネスの問題解決にはならない」など、一息つけるが本質的な解決にはならない

とのコメントをしている。 

 ストラエンソや UPM キュンメネなど製紙大手は一応歓迎しているものの、リストラ計画

を変更する予定はないとコメントしている。なお、パルプ関係企業の株価は上向きに反応

している。 

 会議に出席したバンハネン首相は「プーチン首相は、地理的にという意味だけでなく、2

国間貿易でも、フィンランドはロシアにとって EU 諸国の中で一番重要な国だと述べた」

とプレスに伝えたという。「一番重要」という点は外交辞令かもしれないが、この重要な話

を真っ先に伝えたことはそれなりに重要と考えている、と解してもいいだろう。いずれに

せよ原油価格下落で尐しでも日銭を稼ぎたい気持ちになっているロシアが、ちょうどいい

時期に開催されたフィンランドとの会議の機会を利用したという見方の方が当たっている

といえよう。 

（長田榮一) 

 

【フランス】 

大手 6 行に公的資金を注入−中小企業への貸し渋りを防止−（フランス）2008 年

10 月 23 日 パリ発 

 サルコジ大統領は 10 月 13 日、金融安定化に向け総額 3,600 億ユーロの銀行救済措置を

発表、15 日にはこれを盛り込んだ補正予算も成立した。しかし、株式市場の動揺は収まら

ず、政府はさらに 10 月 20 日、大手銀行 6 行に総額 105 億ユーロの資金を投入すると発表

した。21 日のパリ株式市場は好感したものの、不安定な動きが続きそうで、景気の減速は

09 年にさらに強まりそうだ。 

 

＜銀行間取引に信用保証＞ 

 銀行救済措置を盛り込んだ補正予算は上下院の審議を修正なしで通過、10 月 15 日に成立

した。銀行の資金調達を容易にするため銀行間取引に政府保証を供与する信用保証会社と、

経営危機に陥った金融機関（保険会社を含む）への公的資本注入を目的とする国家資本参

加会社（Societe de prises de participation de l'Etat：SPPE）を設立する。 

 

 前者による信用保証は 2009 年 12 月末までの時限措置で、信用供与枠を 3,200 億ユーロ

に設定した。担保として企業向け債権のほか、不動産ローンや消費者ローンなどの債権も

認められ、信用供与が受けやすくなる一方で、自己資本の充実や中小企業への融資額の増
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加などの条件が課せられる。新会社の資本金のうち政府出資分は 34％で、残りの 66％は民

間銀行が出資する。一方、SPPE による公的資本注入（株式買い取り）には 400 億ユーロ

を充てる。財源は政府債を発行して確保する。 

 

＜景気後退懸念で株価急落＞ 

 フランス銀行連盟（FBF）は 10 月 14 日、「大統領が発表した政策は銀行の期待に沿った

ものだ」と政府の対応を歓迎した。中小企業経営者連盟（CGPME）も「銀行による中小企

業への貸し渋りが緩和されるだろう」と期待を寄せたが、一部のエコノミストからは信用

供与に課せられる条件が銀行にとって厳しいものになるとして、利用の広がりを疑問視す

る声も出ている。 

 パリ株式市場の CAC40 指数は 10 月 13 日、銀行救済措置の発表を好感し急反発、11.18％

上昇した。14 日も 2.75％と続伸したが、15 日は米国の景気後退懸念が強まったことで、

6.82％下落、16 日も低下を続けた。「レゼコー」紙（10 月 16 日）は株式市場の今後の動き

について「世界的な景気減速を受け、投資家や証券アナリストは企業収益の大幅な下方修

正を見込んでいる。株式市場の反発時期はいつになるか見えない状況だ」との悲観的に見

ている。 

 

＜財政出動はせず＞ 

 フィヨン首相は 10 月 15 日、金融不安について「公的資本の注入が必要な銀行は現時点

ではない」とした上で、「金融危機の根は深く、われわれは危機を脱したとは思わない」と

の慎重な見方を示した。09 年の経済成長率についても、政府予算編成の前提となった 1.0

〜1.5％を大きく下回る可能性が高いことを認めた。 

 IMF は 10 月 8 日、フランスの 09 年の経済成長率を 0.2％と予測。国内の民間エコノミ

ストの中にはマイナス成長を予測する声も出ているが、フィヨン首相は財政出動による景

気浮揚策は実施しない考えを確認した。金融危機・景気後退の中でも「歳出を抑える財政

運営の姿勢は変わらない」として、09 年政府予算案は変更しない方針だ。GDP 比で 2.7％

と設定していた財政赤字は、景気減速に伴う税収減でさらに拡大することになりそうだ。 

 政府は、SPPE の財源となる政府債の発行について、公的債務（08 年 6 月末で 1 兆 2,693

億ユーロ）は一時的に拡大するものの、将来は買い取った株式の売却益を債務返済に充て

るため財政負担は限定的になるか、場合によっては国の利益につながる、と説明している。 

 

＜銀行に 105 億ユーロを注入＞ 

 政府は 10 月 20 日、フランスの大手銀行 6 行に総額 105 億ユーロの資金を投入すると発

表した。政府は銀行の自己資本増強を支援することで家計や中小企業向けの融資を拡大さ

せたい考えだ。21 日のパリ株式市場は公的資金の投入を好感し、主要銀行株は軒並み上昇

した。 
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 これは 10 月 13 日に発表されたサルコジ大統領の金融安定化政策の一部を具体化したも

のだ。公的資本注入のため設立された SPPE が、銀行が発行する永久务後債を買い取る形

で資金を供与する。BNP パリバは、务後債引き受けで各銀行の自己資本比率はおよそ 0.5

ポイント上昇するとしている。 

 政府は金利を市場金利より 4 ポイント高く設定するほか、銀行に公的資金援助の見返り

として、a.家計や中小企業向け融資額の拡大（3〜4％）、b.経営者の報酬に関する倫理規定

の施行（退職金の上限設定、報酬委員会の設置など）、を義務付ける。収益悪化にもかかわ

らず、経営者が巨額の退職金を受け取るゴールデン・パラシュート問題について、社会規

範に反するとして大幅な是正を求める方針だ。 

 21 日のパリ株式市場は公的資金注入を好感し、BNP パリバが 7.5％、ソシエテ・ジェネ

ラルが 10.2％、クレディ・アグリコルが 15.7％上昇した。政府は今回、公的資金注入の具

体的な額を提示することで株価の動きを安定させる狙いもあったようだ。株式市場は銀行

株について、13 日の救済措置発表を好感しながらも、資金不足の噂などを契機に大きく変

動する不安定な動きを続けていた。ラガルド経済・産業・雇用相は同日、金融不安が続く

場合には、09 年にも同様の措置を実施する意向を示した。 

 金融安定化法のもう 1 つの柱である銀行間取引への政府保証供与について、政府は信用

保証会社（la societe francaise de refinancement de l'economie：SFRE）を 17 日に設立し

た。24 日までに信用供与サービスを開始する予定。フィヨン首相は 10 月 20 日、SFRE を

通して国の信用保証を受ける銀行にも企業や家計、地方自治体への融資額を 3〜4％増やす

ことを義務付ける方針を確認した。フランス銀行（中央銀行）は、08 年 8 月の融資額は前

年同月比 7.6％増加しているが、金融不安定化の影響で 9 月以降は伸び率が大きく減速する

とみている。  

 

（山崎あき） 

 

 

大統領が企業救済に政府系投資ファンド創設を提案（フランス）2008 年 10 月

27 日 パリ発 

 サルコジ大統領は 10 月 23 日、企業部門への支援措置として新規投資に関する事業所税
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の全額免除や、経営危機に陥った民間企業に政府が出資するための政府系投資ファンドの

設置などを発表した。これに対して評価する声もあるが、保護主義に陥って外国投資家を

遠ざける、との懸念も出ている。 

 

＜新規投資に関する事業所税を免除＞ 

 サルコジ大統領は総額 3,600 億ユーロの銀行救済措置を実施したばかりだが（2008 年 10

月 23 日記事参照）、「国内で経済危機が既に始まっている」として、企業の投資促進や経営

難に陥った企業への救済などを含む包括的な経済支援策を打ち出した。 

 具体的には、a. 2009 年末までの期限付きで新規投資に関する事業所税（注 1）を全額免

除（約 11 億ユーロ）、b.企業の研究開発投資に関する税控除（注 2）を即時還付、c.資金調

達が困難な中小企業と銀行の融資をつなぐ仲介ポストを政府内で創設、d.政府系投資ファン

ドによる企業救済、などが政策の柱となる。 

 中小企業経営者同盟（CGPME）は今回の政策を「全般的に良識あるものだ」と評価して

いるが、現在、多くの中小企業が直面している資金不足を早期に解決できるものではない

とする声もある。CGPME が 10 月 7〜20 日に行ったアンケート調査では、ほぼ 4 割の中小

企業が、融資コストの上昇や融資条件の厳格化などで資金調達が困難になったと回答して

いた。CGPME は経営危機に陥った中小・零細企業が急増しているとして、政府に大規模

な中小企業救済措置の実施を求めていた。 

 

＜政府系投資ファンドの財源は約 1,000 億ユーロ＞ 

 サルコジ大統領は「国益にかかわると判断される場合、国が経済活動に直接介入するた

めの政策手段が必要だ。産業戦略上の強力なテコとなる政府投資ファンドを設置する」と

表明した。大統領は国益を左右する「戦略的な技術やノウハウを持ち、敵対的買収の対象

になりそうな企業の資本の安定」に向け、一時的な資本出資に同ファンドを使いたい考え

だ。08 年末までの立ち上げを目指す。EU 加盟国にも、産業政策の一環として政府投資フ

ァンドの創設を提案する。 

 大統領は財源の一部を政府債で調達するとしたが、政府系金融機関である預金供託公庫

（CDC）の資産活用が主な財源になるとみられている。「レゼコー」紙（10 月 24 日）は、

財源はおよそ 1,000 億ユーロになると伝えた。 

 サルコジ大統領は経済・財政・産業相時代にも、経営破綻に陥った重電大手アルストム

への公的資本注入（06 年に株式売却）や、医薬大手アベンティスとサノフィ・サンテラボ

のフランス資本同士の合併を仲介するなど、左派寄りの産業政策を実施していた。 

 同紙（10 月 24 日）は「フランスが EU に提案する閉鎖的な経済モデルを引き金に保護

主義に陥る可能性がある。外国投資家、特にアジアの投資家に対して、国家株主という盾

をふりかざせば、彼らを長期的に遠ざけることにもなりかねない」と警鐘を鳴らしている。 

 



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

 

（注 1）地方税の 1 つ。納税年度の 2 年前に事業所が賃貸していた不動産評価額、事業に使

用していた固定資産などの合計額を課税対象とする（フランスの税制を参照）。 

（注 2）研究開発費用の 30％を法人税から税額控除できる。 

（山崎あき） 

 

【ブルガリア】 

自動車と建設部門に金融危機の影響が出始め (ブルガリア) 2008 年 10 月 24 日 

ウィーン発 

金融危機はブルガリアの実体経済にも影響を及ぼし始めた。現地有識者へのインタビュ

ーを報告する。 

 

＜西欧向け輸出が今後低迷＞ 

ブルガリアの電子部品メーカー３５０社が加盟する電子エンジニアリング・電子組合の

Atanasov 会長は加盟企業が蒙る影響について、「西欧向け輸出は全生産の半分を占める。

金融危機の影響により、今年年末から 09 年にかけては輸出が低迷し、企業活動に影響が出

る」と見ている。好調な国内市場と西欧への輸出増を背景に、各社は０７年に積極的に設

備投資を行っていただけに、影響は大きいと Atanasov 会長は付け加えている。  

また信用不安を受け、金融機関の融資審査の厳しさが増している。Atanasov 会長は、今

後さらに企業向け融資条件が厳しくなると見ている。ブルガリアのマクロ経済や企業動向

に詳しい地元民間シンクタンク Center for Economic Development の Boshkov 所長も「銀

行の融資条件が厳しくなっている。企業向け融資がストップしたという話は聞かないが、

審査にかかる時間が長期化する影響が既に出ている」としている。  

 

＜住宅やオフィス需要の低迷で建設関連業者に打撃＞ 

Boshkov 所長によると、個人向け新車ローンは、以前は頭金がほとんど要らなかったが、

現在では頭金が必要条件とされている。2008 年上半期の新車販売台数は経済成長に伴い、

前年同期比２１％の伸びを見せていたが、融資条件の厳格化により今後の販売台数に影響

が出る可能性がある。住宅ローンも、かつていずれの銀行でも扱っていた高金利無担保住

宅ローンの取り扱いが、今は難しくなっている。経済の好調を背景に首都ソフィアは地方

からの労働者流入により住宅需要が増加していたが、住宅ローンの審査の厳格化が始まっ

たこととで不動産市況は冷え込むと見られる。  

また Boshkov 所長は「企業活動が停滞すれば、オフィス需要にも影響が出る。オフィス

や住宅需要の低迷、更に既に一部生じているリゾート開発等の建設プロジェクトのキャン

セルにより、建設会社及び建設資材メーカーが打撃を受ける」との見通しを示している。  

ブルガリアの金属最大手の一つ、Stomana 社の Pappas 副社長は、建設資材需要の落ち

込みが見られるとしており、Boshkov 所長の指摘する影響が既に出始めていることをうか
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がわせる。  

（林 茂、木場 亮） 

 

【ベルギー】 

金融不安おさまらず、実体経済にも波及（ベルギー）2008 年 10 月 22 日 ブリ

ュッセル発 

 米国発金融危機は国内に大きな影を落としている。大手金融機関は信用不安と株価低迷

による経営難から、外国企業への売却や政府管理下に置かれるなどの再編を迫られた。政

府は預金保証限度額を大幅に引き上げるなどの対応を試みているが、株式市場は金融株を

中心に乱高下し、沈静化には至っていない。先行きを懸念した大手企業が従業員の大幅削

減を発表するなど、実体経済への影響も表面化してきた。 

 

＜金融機関は大再編＞ 

 政府は国内金融機関の破綻を避けようと積極的な介入を行った。株価低迷による経営難

に陥っていたベルギー・オランダの大手金融機関フォルティスに対し、事実上の国有化に

踏み切った。その後、フォルティスはオランダとベルギー・ルクセンブルク事業に分割さ

れ、オランダ政府は同国事業を完全国有化、残る事業はフランス大手金融機関 BNP パリバ

が経営権を取得することになった。 

 同様にベルギー・フランスの大手金融機関デクシアに対し、ベルギー、フランス、ルク

センブルク政府が約 64 億ユーロの支援を決定。しかし、その後も信用不安による株価下落

に歯止めがかからず、3 国政府がデクシアの借り入れを保証する追加策を発表した。 

 

＜金融株の乱高下止まらず＞ 

 金融機関に対する個別の支援を積極的に実施するとともに、政府は 10 月 7 日にルクセン

ブルクで開催された EU の経済・財務相理事会での決定を受け、預金保証限度額を 2 万ユ

ーロから 10 万ユーロに引き上げると発表した。にもかかわらず、金融機関の株価の乱高下

は止まらない。 

 政府がフォルティスの救済策を発表した後、株式市場における同株の取引は中止されて

いたが、13 日の取引再開後も株価下落は止まらず、16 日には 26.4％急落し 1 ユーロを割り

込んだ。ほかの金融銘柄も KBC が 13.6％、デクシアが 8.72％と大幅に下落。20 日の株式

市場ではようやくフォルティスが 15.92％、KBC が 8.32％と大幅に上昇したが、デクシア

は 4％下落しており、先行きの見えない状況が続いている。 

 

＜実体経済への影響は避けられず＞ 

 ベルギー・ルクセンブルク政府は 17 日、アイスランド最大手のカウプシング銀行の経営

支援について協議に入った。同行はアイスランド政府の管理下に置かれ預金口座が凍結さ
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れたことから、ベルギー支店でも預金が引き出せない状態にある。同行ベルギー支店には

約 2 万人分の預金口座があり、ベルギー政府は同行の預金も保証すると表明したものの、

預金者の不安が高まっていたことから何らかの対応をせざるを得ない状況となっていた。 

 ベルギー中央銀行のクアデン総裁は 16 日のスピーチで「経済活動の見通しはここ 2 ヵ月

で急速に悪化している」と指摘し、金融不安の影響が強まったことで景気見通しはさらに

悪化したとの見方を示した。 

 景気低迷を見通した再編に着手する企業も出始めている。大手化学・フィルムメーカー

のアグフア・ゲバルトは、コスト削減の必要性から 2010 年末までに 300 人の雇用削減を発

表。年産約 27 万台の乗用車・商用車を生産するフォード・ゲンク工場は、経済状況の悪化

による需要予測から、当初の年産予定から 6,000 台減産する。 

（大山賢） 

 

【ポーランド】 

楽観論が大勢だが、信用不安対策も（ポーランド）2008 年 10 月 15 日 ワルシ

ャワ発 

 世界的な金融不安や北米・西欧市場の景気低迷に対して、金融当局の反応は冷静・強気

だ。当局の見解によると、国内の経済・金融システムは健全で、淡々と「ユーロ導入」の

準備を進める、という。中央銀行は市中銀行間の流動性を高める「信用不安対策パッケー

ジ」を発表したが、これはあくまで外生的要因による信用収縮（クレジット・クランチ）

への対策だと説明している。しかし、西欧市場での販売低迷でオペルが生産調整に動くな

ど、実体経済への影響も出始めている。 

 

＜金融当局は強気の姿勢崩さず＞ 

 ポーランド国立銀行（NBP、中央銀行）は 2008 年 10 月 10 日の声明で「現在のズロチ・

レート水準（添付資料の図 1 参照）は、国内経済の実勢を反映していない。国内経済は安

定しており、金融部門も健全である」と異例の発表を行った。これに先立って、ヤツェッ

ク・ロストフスキ財務相も 09 年度予算をめぐる下院での審議の中で「国内経済は、世界的

な金融不安に端を発する悪影響に対して例外的に強い（exceptionally resistant）」との見

解を示している。また、ロストフスキ財務相は「わが国はフィンランド、スロバキアと並

んで、今回の金融不安に最も準備の整った国である」とも発言している。 

 

 こうした金融当局の強気なスタンスの背景には「今回の金融不安でユーロ導入（トゥス

ク首相は 11 年を目指す、と発言）を阻害されたくない」との考えが見え隠れする。ユーロ

導入の前提条件となる 5 基準（a.消費者物価水準、b.財政赤字、c.公的債務残高、d.外国為

替レート水準、e.金利水準）で、a.と d.以外の基準は既にクリアできており、為替レートは

7 月まではユーロに対しズロチ高基調を続けてきていた。現在の最大の関心は「消費者物価



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

 

水準の安定」に集まっている。ロストフスキ財務相は米国や西欧の景気減速で「原材料価

格の高騰が収まれば、ユーロ導入にとってはむしろプラスだ」とも発言している。 

 預金者保護の観点では、既に野党から「銀行預金保証法」の改正案（EU での合意に対応

して、最高預金保証額を 2 万 2,500 ユーロ（1 ユーロ＝約 137 円）相当から 5 万ユーロ相

当に引き上げ）が提出されているが、本格的な審議はこれからだ。また、トゥスク首相は、

カチンスキ大統領が 10月 10日に提案した金融不安対策に関する緊急首脳会談についても、

10 月 23 日以降に開催を延期する方針を示唆している。「緊急」首脳会談が 1 週間以上も先

延ばしされた格好で、静観しようとする政府のスタンスを物語る。 

 主要メディアも、多くが金融当局の姿勢を認めており、その楽観論を批判する記事もほ

とんどない。もっとも、失業率の急速な改善など、堅調な国内経済を考えると、こうした

反応も理解できる（添付資料の図 2 参照）。 

 

＜信用収縮の回避策も準備＞ 

 とはいえ、NBP は 10 月 13 日、ポーランド銀行協会（ZBP）とともに緊急記者会見を開

き、財務省とポーランド金融監督委員会（KNF）と協議の上、「信用不安対策パッケージ」

を明らかにした。この中で、特に「市中銀行間の流動性を高めること」を重視して、a.国内

金融市場の活性化、b.ズロチ・外貨市場の流動性確保、c.中央銀行と市中銀行の連携強化、

の方針を示した。これは、外生的な要因で市中銀行から中央銀行への資金シフトが進んだ

場合に、中小企業・個人への融資が抑えられる信用収縮（クレジット・クランチ）を回避

する狙いがある。 

 ただ、NBP の分析によると、現在、国内の不良債権比率は、不動産ローン市場で 1.1％、

非金融部門市場でも 4.8％と低い水準にある。NBP としては、今回の「信用不安対策パッ

ケージ」で予見的な対策を明示しつつ、あらためて「国内金融システムの健全性」を強調

した格好だ。 

 現実には、ポーランド南部のグリヴィツェ（添付資料の図 3 参照）で乗用車生産（アス

トラ、ザフィラなど）を行っているオペル（GM グループ）が 20 日間の生産停止を発表す

るなど、西欧経済減速の影響も出てきている。西欧市場での販売低迷を理由に、グリヴィ

ツェ事業所の生産能力は日産約 700 台とされ、約 1 万 5,000 台の減産となる見通しだ。 
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（前田篤穂） 

 

移民労働者の雇用へも波及（ポーランド,アイルランド）2008 年 10 月 16 日 ワ

ルシャワ発   

 金融危機による先進国の経済変調で，建設労働などに従事するポーランド人移民が人員

整理で帰国を迫られるなど影響が出始めている。これらポーランド人移民を多く受け入れ

てきたアイルランドで主要労働組合のポーランド人部会・代表を務めるカジミエージュ・

アンハルト氏に聞いた。 

 

＜実体経済の悪化で帰国する移民も＞ 

 国民 1 人当たり GDP が EU でルクセンブルクに続いて高いアイルランド（添付資料の図

1 参照）は、欧州で英国、ドイツに次いで多くのポーランド人移民を受け入れてきた（添付

資料の図 2 参照）。ポーランドの賃金水準が上昇した現在でも、その所得格差は 3〜4 倍で、

英国と並んで EU 域内での労働市場開放に積極的であることもあって、多くの移民流入が

続いた。  



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

 

 

 アイルランドの主要な労働組合である「サービス産業専門・技術労働者組合（SIPTU）」

で、ポーランド人労働移民の待遇改善・教育支援を行ってきたカジミエージュ・アンハル

ト氏は、アイルランドで就労するポーランド人は 2007 年に 22 万人に達し、人口約 440 万

人のアイルランドでは重要な労働力（総人口の約 5％）として経済に貢献してきたと説明す

る。その約 32％はホスピタリティ産業（医療・ホテル・飲食・流通など接客・用務業）、約

30％が建設産業（土木・建築）、約 20％が製造業（ほとんどが生産ライン・オペレータ）に

従事しているとされる。一部には、金融機関や製造業の管理職、建築技師などの「ホワイ

ト・カラー」もいるが、同氏によると全体の 10％未満という。 

 しかし、08 年春以降、組合員から「人員整理が始まった」「アイルランドよりも条件の良

い国はないのか」と云った相談が増え、実際にポーランドへ帰国する人や、ノルウェー、

デンマークなどへ再移民する人が出ているという。これらの大部分が建設産業労働者で、

同氏は「米国・金融市場の混乱に端を発する不況のドミノ倒しだ」と指摘する。経済成長

の見込まれたアイルランドには、米国の不動産ファンドなどが多く流入してきたが、世界

的な経済変調で、急速に建設プロジェクト計画がしぼみ、中断している。そのあおりを真

っ先に受けたのがポーランド人移民だった、というわけだ。 

 

＜製造業の雇用にも波及＞ 

 同氏によると、建設産業に続いて、製造業でも影響は出始めている。アイルランド西部・

リメリックで、コンピュータ製造を行う米国デルは、現在の生産機能をポーランド中部の
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主要都市ウッジに移転する計画とされる（「ウォールストリート・ジャーナル（欧州版）」

紙 9 月 16 日）。一部はポーランドで採用され、技術訓練のために派遣された人も含むが、

約 3,000 人の同工場従業員の 6 割をポーランド人移民が占める。同氏は、ほとんどがウッ

ジ事業所に転属になるとみている。 

 

「こうした帰国労働者が在ポーランド・日系企業に勤務する可能性はあるか」と聞いてみ

たところ、同氏は「日系企業が提示する賃金水準次第」と答えた。具体的に、同氏が示し

た期待賃金水準（推定、表参照）によると、アイルランドの自動車部品やエレクトロニク

ス機器など複雑な業務を担当してきた労働者（週給 500 ユーロレベル）をポーランドで雇

う場合には月給が約 2,000〜3,000 ズロチ（1 ズロチ＝約 40 円）は最低必要になる。賃金水

準はアイルランドの 3 分の 1 程度に低下することになるが、自国での生活の安定に加えて、

アイルランドの高い生活費、ポーランドへの送金時の為替差損（ユーロに対してもズロチ

の価値は強いため）などを考慮すると、「我慢できる水準なのだ」という。 

 

 また、労働力の質については、ポーランド人移民が働いているアイルランドの事業所の

多くが、米国資本のグローバル企業だったこともあり、直接作業者レベルでも、新しい技

能を修得する機会が多く、相当の技能向上があったと云う。しかし、英語会話力について

「多くの労働者はポーランド人コミュニティの中で暮らしてきた。業務レベルの高い英語

力を身に付けた労働者が尐なかったことは、彼らのキャリア形成の観点からみて残念だ」

と語る。 
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（前田篤穂）  
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スイスフランの高騰で住宅ローン世帯に打撃（ポーランド）2008 年 10 月 28 日 

ワルシャワ発 

 金利水準の低いスイスフラン建てで組まれる住宅ローンが人気だったが、金融危機でズ

ロチに比べスイスフランが高騰し、ローン負担を抱える世帯に打撃を与えている。また、

国内で複数の製鉄所を経営するアルセロール・ミタルは、建設（建材）需要の低迷に伴う

生産調整に踏み切った。住宅建設関連では「ポーランドだけは大丈夫」という「デカップ

リング論」は、修正を迫られている。 

 

＜「消費マインドは堅調」との楽観論は吹き飛ぶ＞ 

 国内の景況先行きについては、政府・中央銀行を中心に、形を変えた「デカップリング

論」（もともとは、米国経済と世界経済の非連動性を指す）が最近まで優勢だった（2008

年 10 月 15 日記事参照）。米国経済と欧州経済の連動性が明らかになると、今度は西欧と中・

東欧の非連動性、西欧とポーランドの非連動性、そしてポーランドの企業と消費者の非連

動性が言われるようになった。西欧市場への輸出を中心とする加工貿易型産業は、西欧で

の景気後退で影響が出ているが、内需主導型産業や消費マインド自体は堅調に持続する、

との楽観論である。 

 しかし、こうした楽観論を吹き飛ばしかねない事態が住宅市場で現れている。住宅ロー

ンは外貨建てで組まれることが多く、その比率は 2008 年 8 月時点で 60.6％に上る、とポー

ランド国立銀行（NBP、添付資料の図 1 参照）はいう。特にポーランドよりも金利水準の

低いスイスフラン（以下、CHF）建てローンは人気が高かった。ところが、金融危機に伴

う混乱で、ズロチに対する CHF の価値が急騰した（7 月 31 日の 1CHF＝1.9596 ズロチが

10 月 24 日には 1CHF＝2.6917 ズロチまで上昇、添付資料の図 2 参照）。現在の CHF（対

ズロチ）の価値は 04 年 12 月当時の水準で、わずか 3 ヵ月で 4 年前のレベルに逆戻りした。

円ベースに例えれば、2,000 万円あった借金が 3 ヵ月後に 2,700 万円に膨らみ、このほかに

金利も負担する、という事態となった。 

 住宅金融大手のオープン・ファイナンスの発表によると、ワルシャワでの同社の融資利

用者のローン残高は世帯平均で約 45 万ズロチ（約 1,800 万円）に達し、返済期間（平均）

は 35 年に及ぶ。現時点で国内では、信用収縮（クレジット・クランチ）は表面化していな

いが、住宅需要については楽観できず、国内の消費市場も急速に冷え込むことが懸念され

ている。 

＜建材の需要減で製鉄業も減産＞ 

 クラクフ、カトビツェなどで製鉄所を操業する国内最大手のアルセロール・ミタルは「既

に欧州の主要顧客の在庫は満杯に近い」として生産調整に踏み切っている。同社はその理

由として、自動車（鋼板）に加えて、建設（建材）の需要減を挙げている。西欧市場の停

滞に伴う生産調整は既に乗用車などで明らか（2008 年 10 月 15 日記事参照）になっている

が、鉄鋼産業にも波及してきた。同社では、こうした生産調整は、ウクライナやカザフス
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タンの事業所の稼働にも影響すると話している。 

 同社はポーランドで国営製鉄所の買収をはじめ、既に 9 億 2,000 万ユーロを投資してい

る。08 年 9 月 18 日には、8,000 万ユーロの追加投資を発表したばかりだったのに、金融危

機で冷や水を浴びせられた格好だ。 

 NBP は、今後、スイス国立銀行（SNB）との間で、事態の打開に向けた協議を開始する

ものとみられている。 

（前田篤穂） 
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【ブルガリア・ルーマニア】 

変調見えるブルガリア、抵抗力あるルーマニア−米国金融危機の影響−（ブルガ

リア,ルーマニア）2008 年 10 月 07 日 ウィーン発 

 米証券大手リーマン・ブラザーズが破綻した 9 月中旪以降、世界的に金融不安が増大し

ているが、経常赤字が大きく、2007 年夏にサブプライム問題が浮上した後も、信用の膨張

が著しいルーマニアとブルガリアの状況を見た。 

 

＜中・東欧の中では影響受けやすい両国＞ 

 世界金融危機が中・東欧各国に与える影響について、各国政府、中央銀行やエコノミス

トなどの間では、まだ影響は小さいという認識が大勢である。一方、欧米先進国の景気減

速に伴うファンダメンタルズ面からの影響については、各国の輸出先として依存度の高い

ドイツ、フランス、イタリア経済の動向を注視していく必要がある。 

 中・東欧諸国経済の行方について、ウィーン比較経済研究所の金融担当シニア・リサー

チャーのグリゴロフ氏は「世界的な信用収縮が続けば、大きな影響が出るのはルーマニア

とブルガリアだ」と指摘する。両国は経常赤字が大きく、最近は信用の膨張が著しいため、

世界的な金融危機の影響が懸念されてきた。 

 ルーマニアとブルガリアは、08 年 4 月の時点で国内信用額が前年比 51.4％増、35.3％増

とほかの中・東欧諸国に比べて大きく膨らんでおり（ポーランド 25％、スロバキア 20.2％、

チェコ 17.7％、ハンガリー15.7％）、相対的に金融面の影響を受けやすい状況にある。 

 08 年 1〜7 月期の経常収支を見ると、両国ともに原油やガス価格の高騰で貿易赤字が拡大

したため、ルーマニアは 94 億ユーロの赤字（前年同期比 10 億ユーロ増、GDP 比 15％に

悪化）、ブルガリアも 46 億ユーロの赤字（13 億ユーロ増、GDP 比 13.9％に悪化）だった

（両国中央銀行発表）。 

 この経常赤字額を同時期の直接投資がどれほどファイナンスしているかを見ると、ルー

マニアは直接投資が 43 億ユーロから 58 億ユーロに増加したのに対し、ブルガリアは 07 年

の 33 億ユーロから 29 億ユーロに減尐している。ブルガリアは 07 年は経常赤字額以上の直

接投資が流入していたが、08 年は経常赤字額の約 6 割にとどまっており、資金の流れに変

調がうかがえる（ただし、ルーマニアも水準はほぼ同じ 6 割である）。 

 

＜ブルガリアでは非居住者預金膨らむ＞ 

 同期間の資本収支を見ると、ルーマニアは、長期ローンの受け入れが 18 億ユーロから 27

億ユーロへと増加している一方、非居住者のルーマニア預金（ネット）が、07 年の 29 億ユ

ーロの流入から 08 年は 3 億ユーロの流出となっており、32 億ユーロ減尐している。ブル

ガリアは、逆に非居住者の預金（ネット）が 3 億ユーロの流入から 13 億ユーロの流入へと

大きく増加するとともに、（長期ローンも 1 億 5,000 万ユーロ増加しているものの）短期ロ

ーン（ネット）が 2 億ユーロの流出から 3 億ユーロの流入となっている。 
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 総じて、現時点の経常赤字に対しては、ブルガリアの方が容易に引き出すことができる

資金の割合が増えている。なお、外貨準備は両国とも増加しており、ルーマニア 271 億ユ

ーロ（08 年 7 月末）、ブルガリア 147 億ユーロ（同 8 月末）で、ともに輸入額の 6 ヵ月分、

対外債務の半分程度の水準である。 

 両国の金融機関の外資系比率はそれぞれ、ルーマニア 88％、ブルガリア 82％と高く、金

融面の影響は外資系銀行の動向に大きく影響を受ける。それぞれの主要銀行は、各国にお

ける資産規模で、ルーマニアがエアステ（Erste）銀行（オーストリア）24.4％、ソシエテ・

ジェネラル銀行（フランス）15％、ブルガリアがウニクレディト（Unicredit）銀行（イタ

リア）15.3％、OTP 銀行（ハンガリー）13.3％、ライファイゼン銀行（オーストリア）10.1％

（オーストリア大手のライファイゼン銀行の 08 年 9 月中東欧銀行調査による）。 

 

 これらの金融機関は現時点では、破綻の恐れがあるとの報道はないが、ライファイゼン

銀行の株価は 8 月中旪からこの 6 週間で約 40％下落している。また、ドイツ最大手のドイ

ツ銀行は各国に直接進出していないが、無視できないエクスポージャーを持っているとい

われ、「各国の依存度が高いドイツ経済への影響もあり、万一、破綻でもすれば多大な影響

がある」（グリゴロフ氏）。ドイツの有力経済誌である「シュピーゲル（Spiegel）」電子版（10

月 4日）によると、「ドイツ銀行は借り換えが難しい 840億ユーロの短期信用を持っている」

との情報もある。 

 なお、ブルガリアのトップ銀行であるウニクレディト銀行は 5 日、急きょ 08 年末に自己

資本を 90 億ユーロ増強するとの自己資本増強策を発表した。実現すれば、ブルガリアには

好材料となろう。 

 

＜ルーマニアは流動性危機への対応を強化＞ 

 ブルガリアは、為替リスクをなくし外国からの投資を引き付けるため、通貨レバをユー

ロにペッグさせているため、金融政策の自由度が狭く、中央銀行は金利引き上げを継続し

ている。ブルガリアの強みは公的機関の借り入れが尐なく、財政黒字が GDP 比 3.7％ある

ので、財政政策の余地があることである。 

 ルーマニアは変動相場制のため、金利の引き上げを緩やかにとどめることができ、その

結果、07 年 11 月（1 ユーロ＝3.3 レイ）から為替が 20％も切り下がっている。「輸出が足

元で増加しており、景気は年末には尐し減速し、08 年通年の経済成長は減速するが、健全

な調整と見るべきだ」（ウィーン比較経済研究所シニア・リサーチャー、ガボール氏）。現

在、ルーマニアは中央銀行により外為取引には 40％、国内融資取引には 20％、中央銀行に

留保させており、流動性危機への対応を強化している。 

 

＜ブルガリアの不動産ブームは終えん＞ 

 ブルガリアに関連する最近の動きをみると、アセット・マネジメント協会は、「Elana 
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Mutual Fund」というブルガリアで 17 年の歴史がある投資信託が 08 年 7 月だけで総資産

の 1 割弱に相当する 22 億 5,000 万ユーロの解約があったという。上で述べた非居住者の預

金増と関係があるかもしれない。 

 ソフィアの現地新聞「ドネブニク（Dnevnik）」によると、オーストリア不動産デベロッ

パーの Immoeast（インモーイースト）はブルガリアの不動産プロジェクトのうち、20 億

ユーロ相当のプロジェクトを停止し、ロンドン証券取引所に上場している不動産ファンド

がソフィア近郊のスキーリゾート開発や黒海沿岸の海岸リゾート開発などのプロジェクト

を次々とキャンセルしているという。これまでリゾート開発で不動産価格が高騰していた

黒海沿岸地域は、1 平方メートル当たり 1,500〜2,000 ユーロの単価が 600 ユーロに下落し

ているという。 

 ブルガリア商工会議所のストエフ副会頭によると、「最近の金融機関の不動産融資は厳し

く、建設・不動産ブームは終わりつつある。ショッピングセンターとロジスティック関係

は未だ成長する余地があるが、ファイナンスが難しい。仮にウニクレディト銀行やライフ

ァイゼン銀行が破綻するとブルガリア経済には大変な影響がある」。としている 

（林茂） 

 

【ルーマニア】 

金融不安のルーマニア経済・ビジネスへの影響(ルーマニア) 2008 年 10 月 20

日 ブカレスト発 

世界経済の混乱はルーマニアにも波及し、株式市場は乱高下し、為替相場にも大きな影

響をもたらしている。  

ルーマニアにとって、輸出相手国のほとんどは EU 諸国(08 年 8 月時点約 70％)のため、

欧州経済の減速は、今後、輸出量の減尐や、経済活動に影響を及ぼす可能性がある。 

また、ユーロに対する通貨レイの下落は輸入品の価格上昇、ユーロ建てでの購買力の低

下を意味し、経済成長の牽引役のひとつである内需（個人消費）に陰りをもたらすことに

つながるだろう。  

 

＜株価急落で取引を一時停止＞ 

10 月 8 日のブカレスト証券取引所では、上位 10 社の BET（BUCHAREST EXCHANGE 

TRADING））指数 15%の急落を受け、取引開始から 2 時間後の 11 時 08 分に取引を全日停

止した。株価暴落の影響で取引が停止するのは今回が始めて。10 月第 2 週の 1 週間の損失

額は計 67 億 4, 510 万ユーロにまで膨らんだ。 10 日時点の時価総額は今年の最高値(6 月 2

日)と比べると 56%の減尐となった。 

翌週の 13～14 日（月～火曜日）にかけて株式市場は 20.37％の上昇となり、10 月第 2 週

の 26.86％の下落を修正しているように思えたが、15 日水曜日には再び 6.17％下落した。 

10 月 6 日の終値で 4133.77 だった BET 指数は、10 月 17 日に 3,483.93（6 日と比較し約
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15.8％下落）で取引を終えた。 

 

＜為替相場は落ち着きを取り戻す＞ 

株式市場が暴落した 10 月 6 日は、通貨も 1 レイ=3.9410 ユーロまで急速に下落した。こ

れを受け中銀は 10 月 10 日、4,000 万ユーロの市場介入を実施。目的は「為替相場における

不安定な状況のなかレイの機能を確かめるためであり、レイを支持するためではない」と

発表。介入後、1 ユーロ=3.7690 レイへと上昇。その後、13 日にも為替市場への直接介入

した。その後 3.7 レイ台で推移し、10 月 17 日は 1 ユーロ=3.7353 レイとなり、9 月末の水

準に戻した。  

2007 年後半から 2008 年にかけ通貨レイの対ユーロ為替相場は続落している。ルーマニ

アでは融資のほとんどはユーロ建てで取引されており貸出残高は総額284億ユーロに上る。

レイの下落は、銀行から融資を受けた個人や企業に大きく影響を及ぼしている。ライファ

イゼン銀行マクロ経済リサーチ主任ドゥミトル氏によると、07 年 8 月に融資を受けた個人

や企業は、08 年 8 月時点では当初の返却額と比べ、レイ換算で 20～25％上昇している。  

中銀のイサレスク総裁は「ルーマニア中銀の厳格な監督の下、金融機関は非常に安定し

ている。昨今、欧州諸国が討論しているように、公的資金の投入も必要ならば可能だが、

今後、著しい変更や緊急措置は全く予定していない。」としている。なお、国際通貨基金(IMF)

は非常事態における基金として、15億7,000万ドルをルーマニア分として割り当てている。  

 

＜預金保護上限を 5 万ユーロに改定＞ 

中銀のイサレスク総裁は「国民の 99.2％の預金額は 2 万ユーロ以下であるため、上限の

引き上げは必要ない」との認識を示しているが、ルーマニア政府は 14 日に預金保障額を 5

万ユーロまで引き上げる緊急法令を承認した。 

10 月 15～16 日に、ブリュッセルで行われた EU 首脳会議で、バセスク大統領は以下の

ようにコメントをしている。 

「ルーマニアの金融機関は、90 年代後半の危機により導入された賢明な基準を設けてい

るため、まだ国際金融危機の影響を直接受けてはいない。しかし、慎重に行動しなければ、

いつ足元をすくわれてもおかしくない。また、今後は予算配分を消費ではなく経済成長を

見込んだ生産力の拡大、インフラの開発へ当てるべきである。金融危機を回避するには、

製造分野を発展させる必要がある。」 

新興国では投機的な資金の引き揚げが実態経済に悪影響を及ぼしているが、「逃げ足の遅

い」製造業等の投資を呼び込むことがどれほどできているか、また今後も継続してできる

かが、国の発展にとって極めて重要となる。  

（余田知弘） 
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ダチアも生産ライン 4 日間停止へ（ルーマニア）2008 年 11 月 04 日 ブカレス

ト発 

 金融危機に端を発する景気減速の影響が国内にも出てきた。ダチアは年内に 4 日間、組

み立てラインを止めると発表した。進出日系部品企業も減産を発表している。 

 

＜ダチアが 4 日間の操業停止計画を発表＞ 

 ルノー傘下のダチアは 10 月 30〜31 日、11 月 13〜14 日の 4 日間、工場のラインを停止

する。4 日間の減産規模は 5,200 台（「ビジネス・スタンダード」紙電子版 10 月 27 日）と

なる見込み。 

 自動車組み立てラインは停止するものの、スペア・パーツやロシア、ブラジル、イラン、

モロッコなど海外現地工場向けに輸出される CKD 部品の生産は続ける。 

 金融危機による需要の落ち込みから、1 週間、1 ヵ月単位で生産ラインの停止を既に発表

しているほかの主要自動車メーカーと比べると、ダチアの減産量は比較的尐ない。ダチア

は 2008 年 1〜9 月で、前年同期比 17％増の 19 万 4,165 台を販売している。 

 

＜日系製造業にも影響＞ 

 また、国外に主要な仕向け地を持つタカタ・ペトリは、金融危機の影響で全工場での減

産を発表している（「ジアルル・フィナンチアル」紙 10 月 23 日）。 

 

 同社はアラドにシートベルトとステアリング工場、シビウにエアバッグ工場をもち、国

内の総従業員数は約 4,500 人。 

 

＜債務格付けが 1 段階引き下げられる＞ 

 他方、スタンダード・アンド・プアーズ（S＆P）は 10 月 27 日、ルーマニアの外貨建て

債務格付けを「BBB マイナス」から「BB プラス」に、レイ建てを「BBB」から「BBB マ

イナス」にそれぞれ１段階引き下げた。これを受けて、為替相場は対ユーロで一時レイ安

に反応したが、その後やや戻し、10 月 29 日の中央銀行レートは 1 ユーロ＝3.6645 レイの

水準で落ち着いている。 

 株式市場は 10 月 15 日から 9 営業日連続で下落し、24 日にはブカレスト証券取引所が

12％の下落を受け、30 分間にわたり取引を停止した。10 月に入って 3 度目の停止だった。

その後、10 月 28 日に反転し（5.28％上昇）、翌 29 日も上昇して、BET 指数は 2,842.20 で

取引を終えた。下げ止まったものの、08 年の最高値（BET 指数 7,946.20、6 月 2 日）から

6 割以上も下落している。 

（余田知弘） 

 


