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を契機に顕在化して、経済危機を克服しようと支えた政府

1． 政府債務残高対GDP比

の債務残高が増大すると、今度は、各国の財政状況に市場
の関心が移って、国債金利が急騰してソブリン危機が発生

ソブリン危機が顕在化したユーロ圏の南欧諸国では、財

した。金利が７％を上回ると返済が困難になるとされてお

政再建を進めるための厳しい緊縮策に対する国民の反発な

り、このため国債金利が急騰した南欧諸国では、EUや国

どで、ギリシャ、イタリア、スペインの首相が交代した。

際通貨基金（IMF）から緊急融資を受け入れる一方で、政

また、これまでユーロの危機とは比較的無縁であったフラ

府債務残高対GDP比を低下させて市場の信頼を回復し、国

ンスでも大統領が交代し、ドイツと並ぶ健全財政主義の堅

債金利を低下させるための厳しい緊縮策を迫られている。

固な信奉者であると思われていたオランダでも、EU首脳

そこでGDPをY、経済成長率をg、政府債務残高をD、そ

会議で合意された財政協定に従って2011年に4.7％であった

の増加率（減少させる場合にはマイナス符号の削減率）を

財政赤字の対GDP比を安定・成長協定に定められた３％に

r 、国債金利をi と表すと、翌年の政府債務残高対GDP比は、

まで低下させ、さらなる財政健全化を図ろうとする与党連

D×
（１＋r ）
×
（１＋i ）

立政権が崩壊した。ユーロの危機を食い止めるため、ユー

Y×
（１＋g ）

ロ圏各国で採られている厳しい緊縮策は経済規模の縮小、

になる。このため政府債務残高対GDP比を今年（D／Y）

国民生活の窮乏化、また、深刻な社会不安・政治不信注１を

より低下させるためには、以下のドーマー条件を満たす削

もたらし始めている。ところが図表１で政府債務残高対

減率r で政府債務残高を削減する必要がある。

GDP比をみると、ユーロ圏諸国と比べると日本ははるかに

ドーマー条件

深刻な状況にある。対GDP比でみると日本より健全なの

D

に、なぜ、ユーロ圏ではソブリン危機が深刻化するのか考

Y

えてみよう。

（g−i ）
１＋i ＋r＋i ×r →
＞r
（１＋i ）

注１：４月23日付けファイナンシャルタイムズ紙（
「Europe must confront crisis of legitimacy」
）は、
「この債務危機を契機に戦後形
成された手厚い社会保障制度が見直され、豊かな国民生活を約束す
る社会契約の実現がさらに危ういものとされる場合には、厳しい緊
縮策で約束をほごにする欧州政治システムに対する人々の信頼はま
すます失われるだろう」と指摘している。

＞

D×
（１＋r ）
×
（１＋i ）
Y×
（１＋g ）

→ １＋g ＞

政府債務残高対GDP比を翌年に低下させる左端上の不等
式を整理すると、対GDP比を低下させるために必要な、政
府債務残高の削減率 r を表す右端下の不等式（ドーマー条
件）が得られる。このため市場の信頼を回復するためには、

ユーロ導入後発生した過剰流動性を背景に、金融システ

まず、低迷する経済成長率と高騰する国債金利の差を１＋

ムが抱えた膨大な不良債権が、米国発リーマン・ショック

金利で割った（g−i ）
／
（１＋i ）を上回る注２削減率r で、政

図表１

政府の債務残高対GDP比（2012年）

日本
219.1％

ドイツ
87.3％

出所：OECD アウトルック
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フランス
102.4％

イタリア
128.1％

スペイン
77.2％

ポルトガル
121.9％

ギリシャ
181.2％

ユーロ圏平均
97.9％
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府債務残高を削減する必要がある。そこで財政支出を削減

には制裁を科すことができる注３とし、また、EUおよび加

して、また、税率を引き上げると、今度は総需要が減少し

盟国は他国政府の債務を引き受け、または、保証してはな

て経済成長率g が低下し、再び、対GDP比を低下させるた

らないとして、政府債務の返済責任は各国にあると定め注４

めに必要な、政府債務残高の削減率 r が増大する。また、

ている。この健全財政の約束が遵守されると期待できれば、

緊縮策で減少する総需要の、削減した財政支出額に対する

中央銀行による国債買い支えを禁止する必要はなかった。

割合を乗数と呼ぶが、一般的に乗数は１を上回るので、政

しかし百戦錬磨の欧州首脳たちは必要に応じ、いとも簡単

府債務残高を削減するために財政支出を削減すると、分母

に、こうした国際的約束を破棄し、または、体よく回避す

のGDPが政府債務残高の削減額を上回って減少する場合が

る卓抜した能力を、これまで幾度となく発揮してきたとい

ある。このため、かえって、政府債務残高対GDP比が上昇

うのも事実である。

すると市場の信頼回復に失敗し、再び国債金利が上昇する
という、深刻なソブリン危機にユーロ圏南欧諸国は陥って

注３：連合条約104条と安定・成長協定。
注４：連合条約103条。

いる。
このため健全財政の約束に信憑性をもたせる注５ために
注２：現在の南欧諸国の（g−i ）とrは共にマイナスである。

は、中央銀行による国債買い支えを禁止して、ソブリン危
機が発生しやすい環境を自らつくり出す必要があった。つ

一方、ユーロ圏以外の諸国には政府債務残高の増加が、

まりソブリン危機が深刻化しやすいユーロ圏で、あえて、

市場の信頼喪失に直結しがたい仕組みが備わっている。と

中央銀行による国債買い支えを禁止することで、各国が財

いうのも自国通貨をもっているユーロ圏以外の諸国では、

政健全化に努めざるを得ないようにして、ソブリン危機の

大量発行した国債の市中消化が困難になると、これを中央

発生を未然に防ごうとしたのである。しかし金融システム

銀行が買い支えることができる。中央銀行が国債を買い支

が抱えた膨大な不良債権が、米国発リーマン・ショックを

えると、通貨供給が増加してインフレが進行し、新規に発

契機に顕在化すると、各国は、積極的な財政政策を採らざ

行する国債金利は次第に上昇する。しかし進行するインフ

るを得なくなった。そして経済危機を支えた政府の債務残

レのおかげで、既発債の返済負担が大幅に軽減されるため

高が増大すると、今度は、南欧諸国の財政状況に市場の関

に、自国通貨建てで発行した国債残高が増加しても、それ

心が移って、国債金利が急騰してソブリン危機が発生した。

だけではすぐに市場の信頼が失われることはない。また、

すると金融システムの不安定化を回避するためとして、

ソブリン危機の解決には財政健全化とともに、分母のGDP

ECBは南欧諸国の国債を直接買い支え、その後、条約違反

を増加させる成長政策が不可欠だが、市場統合の進展で、

との批判に答えて、３年間の資金を低利で銀行に融資する、

財政・金融政策などでの各国の政策の自由度は著しく制約

大規模なLTRO（Longer-Term Refinancing Operation）

されている。これに加えて対ドイツ貿易収支赤字の拡大で

を実施した。

慢性的に総需要が不足し、銀行による大量の国債保有で、
ソブリン危機が金融危機に直結しやすくなっているなど、
市場の信頼を失って金利が上昇し始めると、各国単独では、
危機を解決するのは容易ではないという特有の事情も
ある。

2． 信憑性のない約束

注５：
「Article 101 of the Treaty forbids the ECB and the NCBs to
provide monetary financing for public deficits... Article 102 of
the Treaty prohibits any measure that may establish privileged access to financial institutions for governments and
Community institutions or bodies. In addition to increasing
the incentives to pursue sound public finances and prudent
fiscal policies, these provisions contribute to the credibility of
the single monetary policy in the pursuit of price stability
（ECB（2006）34頁）
.」

ソブリン危機が深刻化しやすいユーロ圏では、危機の未

サルコジ前フランス大統領が指摘したように、LTROで

然防止が重要だが、ユーロ圏では中央銀行による国債買い

「銀行がECBから１％の低利融資を借り入れ、６〜７％に

支えを禁止しており、かえって、ソブリン危機が発生しや

急騰した国債を買い入れることで、各国政府を支えること

すい仕組みになっている。というのも放漫財政による無責

ができる注６」ようになり、ここでも欧州首脳たちの卓抜し

任な国債発行を、欧州中央銀行（ECB）や各国中央銀行

た能力が発揮されて、中央銀行による国債買い支えを禁止

（NCBs）が買い支えると、通貨供給が増大してユーロの価

する欧州連合条約が骨抜きにされた。おかげでLTRO直後

値が低下し、深刻なインフレが引き起こされるおそれがあ

にはソブリン危機の進行を食い止められるようになった。

る。そこでEUの基礎を定める欧州連合条約では、健全財

しかし、このユーロの危機への一連の対応で、健全財政の

政を維持する責任が各国にあるとして、過度の財政赤字国

約束に信憑性を与える鍵となる仕組みが壊されたため、今
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後は、中央銀行などによる国債買い支えを期待して、放漫
財政に走る国々が増えるおそれが生まれた。そこで緩んだ

3． 罰金は価格

財政規律を立て直すために、ドイツなどの健全財政国が求
める常軌を逸した厳しい緊縮策は、ユーロ圏南欧諸国を中

では、なぜ、約束を成し、または、ルールを定めると、

心に、深刻な社会不安・政治不信を生み出し始めている。

かえって、ルール違反を犯すようになるのだろうか？ 以

当面の危機を回避するため発揮された欧州首脳たちの卓抜

下ではルールを定めて違反者に罰金を科すこととすると、

注７

した能力は、ユーロの仕組みへの政治的信頼をいっそう
揺るがしてしまった。

かえって、違反者が増加するという論文、「罰金は価格
（以下、URI and ALDO（2000）による）
」を見てみよう。
というのも、通常、行為者に何らかの負担を科して罰する

注６：
「Mr Sarkozy suggested that the ECB move meant that banks
could essentially backstop government by borrowing money
from the ECB at 1 per cent then lending it to the likes of Italy
at 6 or 7 per cent. This means that each state can turn to its
bank, which will have liquidity at their disposal, he said in
Brussels on Friday（ Sarkozy plan prop up sovereigns is
worrying Financial Times, Dec, 14, 2011）
」
注７：４月15日付けファイナンシャルタイムズ紙（Generation of investors
‘ may shun eurozone ’ ）は、ユーロ圏の国債市場は多くの国際的
投資家を失っているとして、その影響はフランス、イタリア、スペ
インなどの大国にも及んでおり、これらの国際投資家たちが再び市
場に戻るまでには、およそ１世代（約25年）が必要なのではないか
と報じている。また、４月17日付けファイナンシャルタイムズ紙
（Central bankers snub euro assets）では、各国中央銀行の外
貨準備運用担当者がユーロ資産の保有を圧縮していると報じている。

こととすると、その行為を実行する者が減少する。一方、
罰することを止めると、その行為を実行する者は増加して、
その際、確実に違反を発見して、また、行為の直後に罰す
れば、より効果的に、当該行為を抑制できると考えられて
いる。こうした罰則の抑止理論を前提に、たとえば、法律
学の分野では犯罪を未然に防止するため、厳しい刑罰を科
すことが正当化されている。そこで、本当に罰則を科すこ
とで行為を抑制できるかを確かめるため、この論文では、
託児所に預けた子どもの引き取りに遅刻した場合、罰金を
科すことで親の遅刻を抑制できるか実験した結果を報告し
ている。
実験は1998年１〜６月、イスラエルの都市ハイファの私

もっとも約束を成し、または、ルールを定めると、それ

立託児所10カ所で実施された。イスラエルでは託児所の正

を体よく回避してルール違反を犯すのは、欧州首脳の専売

規の営業時間は朝７時半から午後４時までで、親が子ども

特許ではない。たとえば、国際的な通貨・金融システム改

の引き取りに遅刻した場合の特段の定めはないが、全員が

革についての国連報告書で、議長のスティグリッツ氏は、

引き取られるまで必ず教師が１人居残ることになってい

「今回の危機以前、金融機関の規制のあり方について、原

て、また、最後の引き取りが午後４時半以降にまでずれ込

理・原則を定めて具体的規制を当局の裁量に委ねる方式で

むことは滅多になかった。そこで実験では、まず、最初の

は、規制当局が金融業界に取り込まれるおそれがある。し

４週間、10カ所の託児所で子どもの引き取り状況を記録

かし規制を具体的に定めて当局の裁量を制限すると、当局

し、５週目に、ランダムに選んだ６カ所（以下、試験グル

が業界に取り込まれるおそれはなくなるものの、今度は、

ープ）の託児所で、保護者との連絡用掲示板に、
「ご存じ

金融業界が、明示された規制さえ満たせばよいという行動

のように、正規の終了時間は午後４時になっていますが、

を採るようになり、体よく規制を回避してしまうという激

お子さんの引き取りに遅刻する方が何人かおられます。そ

論が交わされたが、危機後は、どちらも不可欠であること

こで、今後、遅刻された方には罰金を科すこととしました。

が明らかになった（UN（2010）
, 64頁）
」として、規制強化

次の日曜以降、お子さんの引き取りが午後４時10分以降に

は金融分野での技術革新を遅らせるという指摘もあるもの

遅れた方には、お子さん１人１回につき10シェケル（米ド

の、これまでの「大部分の金融分野の技術革新は規制や課

ル換算2.7ドル）を、毎月の月末、託児料と合わせてお支払

税、また、会計規則を回避するためのもので、また、取引

いいただきます」として罰金を導入し、その後、17週目以

を複雑にして収入を増加させるためのものにすぎなかっ

降は罰金を廃止して、罰金を導入しなかった残りの４カ所

注８

た。これらの技術革新は社会的損失をもたらした 」と厳

（以下、基準グループ）の託児所とともに、20週目まで、

しく断罪している。

毎日の遅刻数を記録した。

注８：
「Much of the innovative effort of the sector was directed at
circumventing regulations, taxes, and accounting standards;
other innovations increased revenues generated through
higher transactions cost. These innovations had a negative
social return（UN（2010）
, 67頁）
.」

預かっている子ども数）を示した図表２を見ると、罰金を

保護者の遅刻率（引き取りが遅れた子ども数／託児所で
導入しなかった基準グループの遅刻率は、20週目の実験期
間を通じて30％程度と安定的に推移していた。一方、試験
グループでは、罰金導入直後から９週目まで遅刻率の急速
な上昇がみられ、10週目以降は罰金導入前の倍の60％程度
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図表2

て、経済的な取引注９と引き続き認識

保護者の遅刻率

し、価格０でサービスを買い続けた

（%）
70

可能性もあるとしている。

試験グループ
基準グループ

60

注９：Cooter & Ulen（2004, 201頁）では契
約に違反した場合に裁判で認められる賠
償金について「 What should be the
remedy for breaking enforceable
promises? ...Think of the remedy as
the price of breach」としている。

50
40
30
20

また、報酬を約して質問に答えさ

10

せたほかの実験では、報酬を引き下

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週
目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目
出所：URI and ALDO（2000）、TABLE１より作成

げると正答率が低下し、報酬に言及
せず、同じ質問に答えさせた場合の
正答率を下回ったとして、報酬に言
及しないのは報酬がタダという意味

と高い水準で推移し、罰金を廃止した17週目以降も、60％

ではなく、報酬に言及したこと自体が質問に答えるという

に増加した遅刻率に顕著な変化はみられなかった。実験で

行為の認識を、経済的取引へと変化させた可能性があると

は遅刻した親を確実に把握し、また、直後の月末に罰金を

して、仮に、罰金への言及自体が認識を変化させるとする

徴収しているので、抑止理論に従えば、効果的に遅刻を抑

と、かえって、罰金導入で違反が増加する可能性があり、

制できるはずであった。しかし、想定に反して遅刻する親

たとえば、脱税を厳しく罰するという政府の声明が人々の

は倍増した。罰金が低すぎるのではと考えて、2.7ドルをほ

認識を変え、思わぬ効果をもたらす可能性も否定できない

かの罰金と比較すると、駐車違反約20ドル、信号無視約

と指摘している。すると緊縮策はドイツなどの面子をたて

270ドル、犬のふんの路上放置約100ドルとなっているが、

るためのもので、問題解決にはほとんど貢献しないと考え

これらの違反の大部分で摘発率は著しく低く、抑止理論で

られている現状では、今回のように、財政協定注10で対GDP

重要とされる罰金の期待値、つまり罰金×摘発率で比べる

比0.1％以内の罰金を科すと定めると、あわよくば体よく規

と2.7ドルが著しく低いわけではない。

制を回避し、また、最悪の場合でも罰金を支払うことにし
て、欧州首脳はルール違反を犯すようになる可能性がある。

論文では刑事事件などでの応用を想定している抑止理論

このため緩んだ財政規律を立て直すためには、各国の権限

と、この実験の違いは、違反が軽微なものであることと指

を厳しく制約する同盟の形成が不可欠だが、これはこれで、

摘したうえで、罰金導入で遅刻が増加し、また、廃止後も

各国の主権の侵害という深刻な問題をはらんでいる。

減少しなかった理由について、次の２点をあげている。
①罰金導入で託児所の意図が明らかになったとして、契約
には遅刻した場合の特段の定めがないが、罰金で遅刻し
た場合の負担が明らかになった。このため罰金導入後、
託児所の反応を見極めながら徐々に遅刻を増やし、最悪
の場合でも罰金を払えばよいとわかったため、罰金廃
止後も多くの親が遅刻を続けるようになった可能性が
ある。
②遅刻についての認識が変わったとして、罰金導入前、４
時以降は、教師が個人的好意で子どもを見ていると考え、
甘えてはいけないと自制していた。しかし罰金が導入さ
れると罰金は価格と認識し、無償の支援には自制をもっ
て答えるべきだが、購入可能なサービスなら必要なだけ

注10：財政協定ではユーロ圏各国は政府の構造的財政赤字を対GDP比
0.5％以内に抑制しなければならないとして、十分な対応がみられ
ない場合には、欧州裁判所に訴えて対GDP比0.1％以内の罰金を科
すことができると定めている。
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