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これまでのあらすじ：法制度が経済活動や投融資に与

不履行に言及しない金融理論は主役であるハムレット不

える影響を考えるため、その１では、法制度は限られた

在のシェークスピア劇ハムレットのようなものである。

一部の情報だけを利用して、効率的な意思決定ができる

……経済理論では、こうした法制度の影響を十分考慮に

ようにする社会的仕組みであるとして、われわれは協力

入れる必要がある（Stiglitz & Greenwald（2003）
）
」と

関係が破綻した場合を考慮に入れて、法の陰の下で行動

指摘している。

していることを述べた。また、その２では、米国のサブ

実際、返済不能に陥った借り手の処分可能な資産は限

プライム層向け住宅ローン問題を取り上げ、破産制度が

られており、破産法がなければ各貸し手は、他に先駆け

投融資に大きな影響を与えていることを述べた。

て少しでも多く回収しようと債権回収を競い合う。しか
し無秩序な債権回収競争に伴う費用は、事前に債務処理

1 住宅ローンと破産

の仕方を定めておけば回避可能な社会的浪費である。ま
た、債務処理の手続きが事前に定められていないと、債
権回収が済むまで融資破綻に伴う損失を確定できない。

米国では破産することを前提にした戦略的行動で、住

破産法は無秩序な債権回収の混乱に伴う社会的浪費を抑

宅バブルが発生したことを前回紹介した。
「金融的イン

制し、また、融資破綻の損失を事前に予測できるように

センティブが家計に与える影響を検討したいくつかの研

して、融資取引を促進する重要な経済的役割を果たして

究によれば、破産法の寛大な規定は破産する家計を顕著

いる。

に増加させる傾向がある（以下、White（1998）
、698
頁）
」
。すると寛大な規定の州では貸し手が融資を抑制す
るようになり、
「住宅の競売額から住宅ローン残高を差
し引いた、全額を債務の弁済に充てることを免除する寛

2 金融取引にかかわる
さまざまな法制

大な規定の州の住民は、この免除額の上限を低く設定し
ている厳しい規定の州の住民に比べて、約5.5％程度高い

金融取引には破産法以外にも関連するさまざまな法制

確率で融資を断られる傾向がある」
。また、
「幸い、融資

が存在し、それらを背景に各国で多様な金融・経済活動

を得られても厳しい州に比べて、寛大な州の住民への融

が展開されている。では金融取引にかかわるさまざまな

資額は約１万6000ドル程圧縮される傾向がある」
。

法制は、果たして国ごとに大きく異なっているのだろう

このようにあまり有利に借り手の権利や義務を定める

か？ また、どのような影響を金融・経済活動に及ぼして

と、貸し手は融資を抑制するようになるなど、融資破綻

いるのか？ 次に、株主や債権者の権利を保護する法制な

時の債務処理の一般的手続きを事前に定める破産法は、

どについて、49カ国を対象に国際比較を行った、
「法と

貸し手・借り手の行動に大きな影響を与えるので、米国

金融（以下、La Porta et.al.（1998）による）
」をみてみ

経済諮問委員会委員長、世銀副総裁などを歴任したノー

よう。というのも株式や債権などの証券は単に配当や金

ベル経済学賞受賞者スティグリッツ氏は、
「破産や債務

利収入を生むだけの金融商品ではない。これらの証券は
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所有者にさまざまな権利を与えて、彼ら投資家の権利を

主の意見を反映した役員構成を実現できるか、⑤会社の

保護するという役割も果たしている。

方針に反対する少数株主は株買い戻しを請求できるか、

つまり経営者は投資家を省みず自らの利益を追求する

⑥株主の新株先買い特権が認められているか、また、株

ようになるおそれがある。このため総会で経営陣を更迭

主の議決のみが、この特権を決定できるようになってい

できなければ、株主が十分な配当を期待することは難し

るか、⑦臨時総会招集に必要な株数が過大に設定されて

い。また、債務の返済が得られない場合に担保を処分で

いないか、そして⑧企業収入の一定割合を強制的に配当

きなければ、融資の確実な返済を債権者が期待すること

する制度があるか、などの項目について権利保護の手厚

も難しくなる。十分な配当や確実な返済が期待できなけ

さを採点した。すると慣習法の国の保護（平均4.00点）

れば、投資家は出資や融資には応じない。投資家から資

が格段に手厚く、法典主義の国の保護は手薄い（仏2.33

金を引き出すためには、彼らの権利を手厚く保護する必

点、独2.33点、北欧3.00点）が、なかでも仏系統の国の

要がある。もっとも法で手厚い保護を定めても効果的な

保護が最も手薄いこと、また、これを補完する意味

司法・会計制度が未整備で、法の実効性が期待できない

で、⑧の制度は仏系統の国にしかみられないことがわ

場合には権利を保護することは難しい。投資家の権利を

かった。

保護するさまざまな法制や、司法・会計制度など法の実
効性を確保する制度は、各国の金融・経済活動に大きな
影響を与えている。

（3）債権者の権利保護の違い
返済期限が来れば担保権を行使できるが、借り手が返
済不能に陥った場合には、担保権を行使できなくなると

（1）法制の違い

いうギリシャのような例注１もあるが、担保権は貸し手の

投資家の権利保護に関する各国法制は欧州に起源をも

権利を保護するための最も基本的な手段なので、①企業

つ４系統に分類できる。まず、中世、英国国王の法廷で

の再生手続き開始で自動的に担保権の行使が制限される

は法務官が市場の商慣習を調査し、それに倣って裁判で

か、②再生手続き中の担保権の行使は制限されるか、③

の判例を積み重ね、慣習法と呼ばれる法体系をつくり上

経営者は債権者の同意を得ず、一方的に再生手続きを申

げた。これに起源をもつ国（英国、アイルランド、米国、

し立てることができるか、④経営者は再生手続き中、そ

カナダなど）の法制は、①慣習法（Common-Law）と

の地位にとどまることができるか、そして⑤破産時の配

呼ばれる系統に属している。

当を確保するため準備金の積み立てが義務づけられてい

一方、18世紀末、フランス革命では法務官も国王同様

るか、などの項目について権利保護の手厚さを採点した。

汚職まみれで無価値であるとされ、国王は殺されて、国

すると慣習法の国の保護（3.11点）が最も手厚く、法典

王の法廷で形成された法体系も打ち捨てられ、ローマ時

主義の国は独系統（2.33点）
、北欧系統（2.00点）とも手

代のユスティニアヌス法典に直接準拠してナポレオン法

薄いが、なかでも仏系統の国の保護（1.58点）が格段に

典が監修された。

手薄いこと、また、これを補完する意味で、慣習法の国

欧州大陸諸国の法制はローマ法典に準拠した法典主義
（Civil-Law）と呼ばれる系統に属するが、その中でもナ

にはみられない⑤の制度が、法典主義の国では一般的に
みられることがわかった。

ポレオン法典に起源をもつ②仏系統（フランス、ベルギ
ー、ギリシャ、イタリア、オランダ、ポルトガル、スペ
インなど）
、宰相ビスマルクが監修した法典に起源をも
つ③独系統（ドイツ、オーストリア、スイス、日本、韓

注１：In Greece, for example, secured creditors have the right to
foreclose on their property when their claim matures and
not when the borrower defaults（La Porta et.al.（1998）
, 1135
頁）
.

国など）
、どちらともわずかに異なる④北欧系統（デン
マーク、フィンランド、スウェーデンなど）の４系統に
分類できる。

（4）法の実効性の違い
信用リスク調査機関の評価で①司法システムの効率
性、②法の実効性、③汚職の危険性、④政府による財産

（2）株主の権利保護の違い

没収や強制的な国有化の危険性、⑤政府による一方的な

投票は株主の権利を保護するための最も基本的な手段

契約破棄の危険性、などの項目について法の実効性を採

なので、①投票権のない株式を発行し、また、投票権を

点した。また、企業の報告を調査して会計制度の質につ

行使できる株数を制限するなど、株主の投票権が制限さ

いても採点した。すると法の実効性は各項目で北欧系統

れていないか、②代理投票・手紙による投票は可能か、

の国が最も高く、これをわずかに下回って独系統の国が

③投票権行使時の売買が制限されていないか、④少数株

高い。慣習法の国は北欧系統、独系統の国には劣るが、

38

2012.3

特別講座●法と海外投融資（その３）

それでも大きく仏系統を上回っており、法の実効性は仏
系統の国で格段に低い。また、会計制度の質も北欧系統

注４：ECBは貨幣供給残高M3の参照値を4.5％と定めていた。しかしM3
は2001年末以降、4.5％を大幅に上回る高い伸びを続けた。

（74.00）
、慣習法（69.62）
、独系統（62.67）の国の順と
なっており、仏系統の国は（51.17）は会計制度の質も格

というのも、仮にユーロ導入時、金融の市場統合が十

段に低い。法制面の保護が手薄い仏系統の国では低い法

分進んでいれば取引量が多く、また、市場参加者も多い、

の実効性と会計制度の質が、いっそう投資家の直面する

たとえば、フランクフルトの市場の短期金利を、欧州中

困難を増幅していることがわかった。

央銀行（以下、ECB）が公開市場操作で政策金利に誘導
すれば、市場裁定の結果、各国の金融市場では、各国固
有の投資リスクを反映した短期金利が決定されたはずで

3 ユーロの危機

ある。この場合にはユーロ導入を契機に、南欧諸国の割
高な金利が大きく低下することはなかった。しかしユー

たとえば、株主の権利保護が不十分な場合、株主は株

ロ圏では各国銀行は各国中央銀行（以下、NCB）の口座

式を大量保有して、経営を監視しなければならなくなる。

に準備金注５を積み立て、各国中央銀行が公開市場操作を

注２

このため仏系統の国では大株主比率が高い 。また、十

おのおの個別に実施注６する仕組みになっている。このた

分に発達した金融市場は経済成長、特に外部からの資金

め短期金利が各国固有の投資リスクを反映しない一律の

調達が重要な資本集約的産業の成長を格段に促進し、一

水準に誘導され、その後、
「ユーロ圏各国の10年物国債

方、投資家の権利保護が不十分な国では金融市場が十分

金利の標準偏差は1999年１月の６％から縮小を続け、

発達せず、金融市場の規模は小さいままにとどまってい

2002年１月には0.9％に（松浦（2009）
、140頁）
」まで縮

注３

る 。仏系統の国では投資家が十分な配当や確実な返済

小して、長期金利も、各国固有の投資リスクを反映しな

を期待することが難しいので、このため金融市場が十分

い低い水準に誘導された。

発達せず、ITなどの資本集約的産業を中心とした経済成
長が妨げられる可能性がある。
注２：By far the highest concentration of ownership is found in the
French-civil-law countries（La Porta et.al.（1998）
, 1146頁）
.
注３：developed debt and equity markets contribute to economic
growth. …better developed financial systems show superior
growth in capital-intensive sectors that rely particularly heavily on external finance. …that countries with poor investor protections indeed have significantly smaller debt and equity
markets（同上、1152頁）
.

注５：Moreover, it had been agreed that banks would continue to
hold their central bank accounts with their respective national central banks（ECB（2010）
, 247頁）
.
注６：the ECB has recourse to the NCB（National Central Bank）
s for
carrying out the operations which form part of the tasks of the
Eurosystem. …The Eurosystem’s monetary policy operations
are executed under uniform terms and conditions in all Member States（ECB（2011）
、9頁）
」
。EUの制度はニューヨーク連銀
が一手に公開市場調査を行う米国の制度と大きく異なっている。

ユーロ圏では「目標となる物価上昇と金利の政策決定
ユーロ圏での仏系統の国は、フランス、ギリシャ、ポ

はECBの政策理事会で行われるが、……実際の政策運営

ルトガル、スペイン、イタリア、ベルギー、オランダで、

はユーロ導入国のNCBに委ねられる要素が強く残されて

これら南欧諸国の通貨は弱く、ユーロ導入以前は、為替

いる……。資金需要の性格にかかわらず、ユーロ導入国

リスクを考慮に入れた各国固有の投資リスクは高止まり

における実体経済の貨幣需要に応じて、マネタリーベー

して、金融市場の発達も比較的遅れていた。そして早く

スが事実上制約なしに供給される仕組みになっている

から進めた金融自由化による外資の大幅流入などで、通

（松浦（2009）
、163頁）
」
。このため投資家の権利保護が

貨統合前から高い住宅価格の上昇が引き続き、住宅バブ

手薄な、仏系統の国々に低利の資金が大量に流れ込み、

ルがすでに発生していた慣習法の国アイルランドを除け

米国で住宅バブルが発生したのと同様、一部の国でバブ

ば、これら南欧諸国は国債金利が高騰して、現在、ソブ

ルが発生した。また、
「クロスボーダーのポートフォリ

リン危機に見舞われている国々とほぼ一致している。ユ

オ投資が盛んになり、……たとえば、ギリシャ政府は国

注４

ーロ導入を契機に発生した過剰流動性 を背景に、これ

債発行を自国の発行市場で行うだけでなく、ユーロ圏の

らの国の金融システムが抱えた膨大な不良債権が、ソブ

他国の資本市場においても発行する（松浦（2009）
、141

リン危機を引き起こした原因なので、なぜ、ユーロ圏の

頁）
」
。すると他国のギリシャ国債への投資が拡大して、

仏系統の国々では、通貨統合を契機に、膨大な不良債権

仏系統の国々の金融システムは、膨大な不良債権を抱え

が発生したのか考えてみよう。

込むことになった。
その後、米国発リーマン・ショックを契機に、バブル
2012.3
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表

ユーロ導入時に検討した各国政府の債務残高対GDP比
Austria

Belgium

66.10％

Finland

122.20％

Ireland

Italy

66.30％

55.80％
Luxembourg

121.60％

6.70％

France

Germany

58％
Netherlands

61.30％
Portugal

72.10％

62％

Greece
108.70％
Spain
68.80％

出所：El-Agraa（2007）、Table 11.1より引用

が崩壊して大量の不良債権が顕在化注７し、経済危機を克

低利資金を大量供給し、このところ危機は小休止してい

服しようと支えた財政に市場の関心が移って、ソブリン

る。しかし上述のように、財政健全化でユーロの危機を

危機が発生したのは読者周知の事実である。このためソ

防止できるという理論的根拠はない、また、長期間、加

ブリン危機はユーロの仕組みが引き起こした、ユーロの

盟各国が厳しい健全財政を維持できるのかなど未知の部

危機と呼ぶことができるが、一方で、EUはユーロの危

分も多い。確かに、当面、大量供給されたECBの資金で

機を未然に防止するため、①インフレ、②金利、③財政

銀行が国債を買い支えれば、国債金利を押さえ込むこと

赤字、④政府の債務残高、⑤通貨の安定性などについて

はできる。しかし本論の検討は投資家の権利保護が手薄

の基準を定め、前年の審査では12カ国のうち11カ国が適

で、法の実効性や会計制度の質が低い仏系統の国々に、

合したとして、1999年、ユーロ導入に踏み切ったとされ

低利の資金が大量に流れ込んだことが危機の原因で、財

る。しかし、これらの基準を満たせばユーロの危機の発

政健全化のみでは、ユーロの危機を解消できないおそれ

注８

生を防止できるという理論的根拠 はない。

があることを示唆している。
するとソブリン危機が顕在化した欧州では、金融シス

注７：このためリーマン・ショック後のユーロ圏のGDPの落ち込み幅は米
国を上回った。
注８：One is, of course, perfectly justified in asking about theoretical
rational for these convergence criteria. The answer is simply
that there is none（El-Agraa（2007）
, 215頁）
.

また、表にはユーロ導入時検討した、1997年の各国政
府の債務残高対GDP比を示してある。事前に定めた60％
以下の基準を満たすのは３カ国にすぎないが、EU閣僚
委員会では、この比率が縮小しており、基準値に十分早
く収束しているもの注９と判断して、11カ国が５つのすべ
ての基準に適合したものと認め、ユーロ導入に踏み切っ
たという経緯があり、基準は、1997年、運よく満たすこ
注10

とができた にすぎず、これらの厳しい健全財政などの
基準を、各国が長期間にわたって、満たし続けることが
できると確かめたわけではない。
注９：the ratio is sufficiently diminishing and approaching the reference value at a satisfactory pace（El-Agraa（2007）
, 215頁）
.
注10：It is interesting to note that the timing of these convergence
tests has been crucial. …What is extraordinary is the turnaround by the final qualifying date of 1998.（El-Agraa（2007）
,
215頁）
.

テムの脆弱性は銀行が保有する国債残高とともに増加し
て、女神Europaの裳裾の陰で危機は着実に進行してい
く。今後の海外投融資に当たっては、ユーロの崩壊シナ
リオを検討しておく必要があるだろう。
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