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1 まえが書

商品流通においては､第2次世界大戟後比較的早くから自由化が進み､そのことが輸出を挺

子とした途上国の経済成長を支えてきた｡自由貿易を推進した動力は､過去の歴史にも見られ

たように､国際競争力を誇る強大国の利害であり､それを自由な市場経済を信奉するイデオロ

ギーが理論的に支えた｡しかも戟後の特徴として､自由貿易は強大国米国を繁栄させたのみな

らず､米国が国内市場を広 く世界に開放することにより､他の国々とっての市場となり､こと

に輪出を挺子にする途上国の経済成長を支えるという結果をもたらした｡この効果のため､戟

後貿易の自由化は世界の潮流として定着した｡世界貿易の活発化のため､今日では国際分業は

高度化し､複雑化し､探化し､世界はまさに相互依存の状態にある｡

商品貿易の自由化が直接投資の自由化と資本移動の自由化､さらには金融自由化の基盤となっ

た｡しかし金融の自由化は､経済活動の自由化という戟後の世界経済の潮流のなかにあるもの

の､商品流通とは事情を異にする｡それは､戟後の金融流通の国際的枠組が旧 IMF体制とい

う固定相場制であったからである｡固定相場制の維持と国際金融の自由化とを両立させるのは

キーワード:債務削除､プレイデイ ･ボンド､セキュリタイゼーション
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困難であるためであった｡しかし､戦後20年余を経るうちに､各国において金融資産が累積し､

その自由な投資が求められ始めた｡金融の自由化､金融の国際化である｡自由化は戦後経済の

基本理念であるので､国際的な資本投資の自由化が進んだ｡それにつれて国際的に資本移動が

活発化し､そのため固定相場制の維持は困難となり､変動相場制への移行となった｡世界の主

要国が変動相場制に移行 した1973年以降､国際金融流通はさらに活発化した｡加えて､国際決

済制度としての変動相場制は短期資金移動を必要条件とするからである｡先進工業国は金融の

国際化 ･自由化のため制度的整備をすすめた｡また70年代には途上国へ大量の資金が流入し､

そのため途上国も国際金融流通に組み込まれることとなった｡流入した資金は途上国の一応の

工業化の基礎となった｡しかし途上国の管理能力以上に大量の資金が流入したため､中南米諸

国に元本償還と年々の利払いが困難となるという債務危機が勃発した｡中南米諸国は借り換え､

あるいはニューマネー (追い貸し)を必要とし､このために国際機関 ･債権国 ･債権銀行から

の要求を受入れ､市場を開放するとともに､さらに深く国際金融流通の流れの中に取 り込まれ

ることとなった｡かくして途上国は積極的であれ消極的であれ､対外借入に依存せざるをえぬ

ようになっている｡それは同時に､80年代に深化した金融のグローバリゼイション､セキュリ

タイゼイシヨンの中に巻き込まれ､先進国とならんで途上国が国際金融の一員となる過程でも

あった｡これはとくに90年代にエマージング ･マーケットと呼ばれるようになった国 ･地域に

あてはまる｡それはまた言い替えると､国際金融流通においても､たとえポートフォリオ投資

であっても､途上国を投資対象とせざるをえず､しかもそこから離脱 しようとすると､非常な

困難と損失を伴うようになってきたことでもある｡かくして､今日では金融流通も相互依存の

状態にある｡相互依存の世界では一国の金融問題はたちまち世界の金融問題となる｡以下の小

論ではメキシコを例にとり､金融の次元において相互関連が深化する過程を辿 り､現状を検証

することにしたい｡メキシコがどのように密接に､金融流通において世界と連結されているか

を検証することにしたい｡

2 メキシコの金融制度概観

これまでのメキシコの金融制度の特徴は財政に支配されてきたことであろう｡従来よりメキ

シコはいわゆる輸入代替的工業化と呼ばれる政策を採用してきた｡そこでは政府が経済に大き

く関与し､公企業が経済成長のリーディング ･セクターと位置づけられ､そのため財政資金と

開発銀行 (国有銀行)からの融資とが公企業に集中的に投入された｡民間貯蓄も様々な規制に

よって､これらの公企業や優先部門に誘導された｡工業化は副産物として人口の都市-の集中 ･

失業者の増加 ･分配の不平等化 ･公害などを産み出し､財政にもう一つの解決すべきの課題を

与えた｡加えて中南米ではポプリスモ (人民主義)と呼ばれる政治思想が強く､都市労働者や

農民に手厚い社会保障を与えた｡なかでもメキシコはメキシコ革命の伝統もあって､財政の支

援による生活必需品の安価な供給や公共料金の低廉化などを実施し､財政の負担が大きかった｡
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公企業はこのためにも利用され､電気 ･ガス ･水道 ･電話などのサービスを安価に提供する一

方､雇用の創出と所得の再配分の手段となった｡この二つの目的のため､戦後初期を除くと､

中央政府 ･地方政府 ･公企業からなる公共部門の借入需要PSBR(PublicSectorBorrowing

Requirement)は大きく､加えて徴税システムが不十分なため､ことに70年代になるとPSBR

はGNPの16%にも達した1)0

この財政資金は国内債務と対外債務とによってまかなわれた｡両者の割合は年々変動するが､

60年代より一貫して対外債務のほうが大きい2)(表1:｢政府国内外債務｣参照)｡この対外債

務需要が1976年の戦後初めてのペソの切り下げを伴った国際収支危機と引き起こし､さらには

1982年に始まるメキシコ経済危機をもたらすのであるが､詳細は後論に譲ろう｡

表 1:政府国内外債務 (平均残高) (単位 :10億ペソ)

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

公共部門の純債務 1.2 5.1 17.1 63.9 257.6 338.6 300.8 310.9

対GDP比率(%) 26.5 52.3 58.2 80.7 65.9 49.4 29.5 24.8

国内債務(%) 9.3 16.4 16.9 18.9 17.0 18.7 8.8 4.3

出所 :BancodeMexico,TheMexicanEcoTWmy,1996,p.302.

重大なことは国内政府債務の大部分が中央銀行であるバンコ ･デ ･メヒコによって金融され

てきたことである｡たとえば､1980年においては政府債務のうち85.6%をバンコ･デ ･メヒコ

からの信用 (対政府貸付と債券保有)が占めている3)｡その後証券市場が発達するにつれその

割合は低下する｡しかもここから時をさかのぼって推計すると､1978年に政府証券(CETES)

が発行される以前にはさらに高かったと思われる｡さらに重大なことは､70年代になるとバン

コ･デ ･メヒコの信用供与総額のうち対政府信用が90%以上を占めるようになったことであ

る4)｡その結果公共部門の赤字が増加するとマネー ･サプライが増加し､インフレの危険が高

まることになった｡もちろんその予防措置が講じられてないわけではなく､バンコ･デ ･メヒ

コが商業銀行に課した､ときには50%にも連するきわめて高率の法定準備 (EncajeRegal)

はその一つである｡民間貯蓄を商業銀行と中央銀行をを介して､政府財政赤字を補填すること

に利用し､財政インフレの発現を防止したのである｡いわばこうした財政の支配により､金融

はそれ自身の機能を失ったのである｡中央銀行は政府の銀行ではあるが､唯一の発券銀行であ

り､金融政策の主体であり､また最後の貸し手でもある｡バンコ ･デ ･メヒコは政府の銀行と

しての機能ををあまりにも優先させ､むしろ強制され､そのために貨幣価値の維持､あるいは

決済システムの安定といった義務をなおざりにしてきたといいうる｡民間銀行は高率の法定準

備を強制され､また選択的信用統制 (CreditoSelectivo)によって優先度の高い融資先 (公

企業)に市場金利以下での融資をするよう規制され､獲得した預金のうち30%程度しか自由に
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貸付けできなかった5)｡民間銀行の活動はおもに短期金融に留まり､工業化のための設備投餐

-の長期金融はほとんどなしえなかった｡その意味で政府の経済政策を遂行する行政の一部と

さえいえるほどまでに統制された｡民間金融は自由ではなく､民間部門は公共部門によってク

ラウド･アウトされた｡金融市場は狭 く､浅く､不自由で､未発達なままに留められ､自由金

利は規制金利を償うかのごとく高かった｡｢要するに金融市場というものがないのですよ｣6)0

金融制度改革が本格化するのは､1977年 Petrobono(長期債)7)､そして1978年CETES

(CertificadosdelaTesoreriadelaFederacibn､短期債)の発行をまってのことである｡

政府は財政赤字を埋めるために資本市場から直接に資金調達し､インフレはじめ弊害の多い中

央銀行からの直接借入れを減額しようとしたのである8)｡あわせて資本市場を育成し､民間企

業の長期資金調達を容易にすることも企図された｡そのために1975年には証券市場法 (laLey

delMercadodeValores)が制定され､証券会社 (ブローカー)の整備が行われた｡むろん

これらの改革はメキシコの自発的な反省にのみ根ざしているということはできない｡メキシコ

は1976年戟後初めてのペソ切下げを伴った国際収支危機のさいに､IMFより約6億 ドルの拡

張資金供与 (ExtendedFundFacility)を受ける協定を結んだ｡その協定のコンディショナ

リティとしてマネーサプライの上限､外貨準備の維持､対外借入の制限などの条件を受け入れ

た9)｡これらの実行のために金融制度改革を企てざるをえなかった｡

この金融改革以前にメキシコ市場の実状に根ざす改編が始まっていた｡合い言葉のように唱

えられたのは金融の近代化 ･効率化である｡メキシコの銀行は利鞘が大きく､その是正が必要

であった｡金融市場改革 ･改編の第一歩は1970年のマルチバ ンク (BancoMultiple)の認可

である｡この当時のメキシコの銀行制度は多種多様な専門銀行 (BancoSpecialidad)から構

成されていた｡それぞれの銀行がそれぞれの分野に特化し､金融サービスを提供していた｡し

かしそのうちあるものは､経営の効率化のため規模の経済や範囲の経済を追求し､グループ化

し始めた｡金融当局は70年にその動きを追認し､74年には銀行機開法 (LaLeyGenaralde

lnstitucionesdeCr昌ditoyOrganizacionesAuxiliares)を改正 し､専門銀行のマルチバ ン

クとしての合併 ･統合を認めた｡マルチバンクは76年には2行､82年には35行を数えた｡

1982年にメキシコ政府は2行 (CityBankN.A.とBancoObrero)を除いたすべての民間

銀行60行 (政府が一部の株式を保有している混合銀行と補助的金融機関を除く)を国有化した｡

国有化された銀行はその後清算や統合によって減少し､83年29行､85年19行､再民営化される

直前の90年には18行までに減少した｡再民営化については後段で詳述しよう｡銀行が国有化さ

れた後､資金運用面での最大の変化は政府向け貸出しが著増 したことである｡それは86年には

34.9%の最高に達し､88年の金融改革以降減少に転 じ､89年には8%という国有化以前の水準

に戻った10)0

このように銀行融資は86年まで政府向け貸出しが増加し､その意味では銀行の政府支配が強

まるが､88年の金融改革以後傾向は逆転し､89年には国営化以前の状態を回復する｡88年以降
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の一連の金融変革については後ほどあらためて取 りあげることにしよう｡86年はメキシコが

GATTに加盟した年であり､89年は途上国債務問題の解決の切 り札となったプレイデイ案が

提案された年である｡これらの事件とメキシコの銀行活動の上記の変化とが直結するかどうか

は即断できない｡86年を取りあげてもGATTへの加盟以外にIMFとのスタンド･バイ協定

つまり新たなコンディショナリティの受入れなどさまざまな出来事が生じている｡だがメキシ

コの金融市場は国際金融の動向から強く影響を受けていることは否定できない｡82年の銀行国

有化も92年の再民営化もその直接の契機は国外にあるといっても過言ではなかろう｡それゆえ

メキシコの国際関係における最大の問題である債務累積とその後の債務支払い繰延べ交渉につ

いて検討するのがメキシコの金融制度の変遷を辿るのに有益であろう｡繰延べ交渉の年次と金

額とは表2:｢メキシコの債務交渉｣に示されている｡

表 2:メキシコの債務交渉 (単位 :10億 ドル)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

対民間銀行リスケジュール - 24.4 2.9 48.3 0.6 45.5 2.9 0.5 37.1 1.3

ヽニユ- .マネ- - 5.0 3.8 - - 5.0 - - 1.1 -

その他* - - - 1.0 - 1.0 - - - -

民間保有債務 - - - - - 9.7 - - - -

注* :満期もののロールオーヴァ-および短期クレジットラインの維持

出所 :TheWorldBank,WorldDebtTables,1994.

3 メキシコの対外債務危機

3.1 債務危機のはじまり

周知のように､メキシコは1982年8月対外債務履行の困難を国際金融界とメキシコ国民とに

通告した11)｡原因として多くの要因を挙げることができるが､直接の原因は､統計的に指摘す

ると､元利払いが膨張し､新規債務の過半が元利返済のために費消されたためである｡基本と

なる指標を表3:｢債務指標｣からみてみると､デッド･サービス ･レイシオ (元利支払い額

/輸出額)は､71-76年のエチェベリア政権期には年平均40.4%であったものが､77-82年の

ポルティージョ政権期には年平均47.4%にまで上昇した｡輸入は年々増加 し､経常収支は82年

まで一貫して赤字であった｡また新規借入金の使途の自由度を示す指標としてネット･トラン

スファー率 (長期債務実行額一元利払い/長期債務実行額)を取 りあげると､71-76年には年

平均43.3%であったのにたいし､77-82年にはわずか8.8%にまで低下する｡つまり新規借入

れ額のうち9割を過去の債務の元利払いに当て､利用しうるのは1割にも満たないというあり

さまであった｡79年は最悪の状態で､ネット･トランスファー率は4.5%にまで落ち込み､ま



表 3:債務指標 (単位 :10億 ドル)

1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

長期債務残高 (LDOD) 6.0 41.2 53.2 59.7 81.6 86.0 88.4 90.9 98.5 86.5 80.1 81.8 85.4 81.7 86.4 92.8

公的および公的保証 3.2 33.9 43.0 51.6 66.8 69.7 72.7 75.8 84.3 80.6 76.1 76.0 77.8 71.1 74.9 79.1

公的源泉からの借入 1.1 4.5 5.4 7.0 6.7 7.0 8.8 12.0 15.7 16.1 16.8 22.8 25.1 25.3 26.1 27.4

民間源泉からの借入 2.0 29.4 37.6 44.6 60.1 62.7 63.9 63.8 68.7 64.5 59.3 53.2 52.7 45.8 48.8 51.7
うち商業銀行 1.3 25.6 - - - - 55.7 55.2 59.8 54.1 49.5 6.8 5.8 6.8 7.8 8.6

うちBonds 0.4 3.1 - - - - 3.7 3.4 2.8 4.2 3.7 40.1 40.7 35.0 37.6 40.9

民間非保証 2.8 7.3 10.2 8.1 14.8 16.3 15.7 15.1 14.1 5.9 4.0 5.8 7.6 10.7 ll.5 13.7

うちBonds - - - - - - - - - - - 0.2 0.7 3.3 9.1 12.8

うち商業銀行 - - - - - - - - - - - 5.7 6.9 7.4 2.4 1.0
短期債務残高 - 16.2 25.0 26.1 10.1 6.4 5.5 5.9 5.8 7.9 .8.7 16.1 21.9 24.5 27.3 31.6

長期債務実行額くさ 1.4 ll.6 17.0 12.7 8.3 8.5 5.3 6.3 8.0 5.2 5.2 12.0 8.4 12.4 16.2 14.1

元本返済額 1.0 4.9 4.6 4.5 4.8 5.7 6.1 4.6 4.0 6.8 6.3 4.0 5.3 13.1 13.9 ll.0
ネット.フロー 0.4 6.7 12.4 8.2 3.4 2.9 -0.7 1.7 4.0 -1.6 -1.1 8.0 3.1 -0.7 2.3 3.1

利子支払いⅠP② 0.3 6.1 9.8 ll.2 10.0 ll.3 10.2 8.4 8.3 8.7 9.3 7.4 8.4 7.6 7.0 8.0

元本+利払い(Ds) 1.3 ll.0 14.3 15.7 14.8 17.0 16.3 13.0 12.3 15.5 15.6 ll.5 13.7 20.7 20.9 19.0

ネット.トランスファー 0.1 0.6 2.7 -3.0 -6.6 -8.4 -10.9 -6.7 -4.3 -10.3 -10.4 0.6 -5.3 -8.3 -4.7 -4.9

ネットトランスファー比率知将 5.5 5.3 15.7 -23.3 -79.5 -99.2-204.5-106.1 -54.5-198.4-201.1 4.9 -62.7 -66.6 -28.9 -35.1

対民間銀行借入れ金利 8.8 12.6 16.4 15.3 ll.9 ll.9 10.3 9.1 7.7 9.1 9.7 9.1 8.3 7.8 7.3 6.8

債務の転換 ♯4 - - - - - - - 4.1 42.5 57.3 26.2 81.4 15.2 - - -

Ds/ⅩGS(%) 44.3 49.5 51.6 56.8 51.7 52.1 54.8 54.3 40.9 48.2 41.3 26.3 30.2 44.0 41.8 33.9

LDOD/GNP(%) 16.2 21.8 22.1 36.4 58.2 51.8 51.9 74.2 70.1 49.4 39.6 34.3 30.3 25.2 24.2 25.4

Ds/GNP(%) 3.5 5.8 6.0 9.6 10.6 10.2 9.6 10.6 8.8 8.8 7.7 4.8 4.9 6.4 5.9 5.2

商品.サービス輸出(ⅩGS)l 2.91 22.11 27.81 27.61 28.71 32.61 29.71 23.91 30.11 32.1一 37.71 43.61 45.41 47.Ol 50.Ol 56.3

商品 .サービス輸入 l 4.1L 33.0T 44.0仁 34.11 23.5I 28.61 29.41 25.81 26.51 35.31 42.Ol 50.31 60.91 72.21 74.71 86.4

経常収支 I -1.ll-10.8ー-16.1[ -6.31 5.4I 4.21 1.1l -1.71 4.Ol -2.9l -4.Ol -5.3l-13.3l-22.8l-23.4l-28.8

GDP成長率 ♯ I l 8.41 7.9I -0.5[ -5.3I 3.61 2.6 -3.81 1.5 1刃 3.31 4.4 3..61 2.8 0.61 3.0

消費者物価上昇率 ♯♯ I 4.91 25.71 28.Ol 59.7] 101.61 65.5I 57.7 86.21 131.8 114.21 20.Ol 26.7 90.11 53.2 ll.31 37.7

注 :①長期債務 とIMF借入のみ.(参1980年か らは短期債務支払利子 を含む.③ ネッ ト･トランスファー比率-ネ ット･トランスファー/債務実行額 *100
出所 :TheWorldBank,WoT･ldDebtTables1992-93Format､および1993-94.

# CEPAL･Econ.0,nicSurveyofLatinA,nericaandtheCaribbean･Varioasissues･
♯♯ IMF,ZnteT･natLOnalFinancialStatistics,1991Yearbook.
♯3 1976まではTheWorldBank,A WorldBankCountr･)′Study,Mexico,以後はIMF,InternationalFinancialStatistics,1991Yearbook.
#4 TheWorldBank,WoT･ldDebtTables,1992-93,p.94.
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さに過去の債務を返済するために新たな借入れをするという状態であった｡元本部分の借入れ

は借 り換えということもできるが､利払い部分の借入れについては債務の増加となり､こうし

て債務増加の悪循環､いわば債務奴隷に陥ってしまった｡

短期資本についてみておくと､82年の危機に向けて短資の取り入れが急増しているのがよく

わかるであろう｡80年になると短期借入が長期借入れに匹敵し､あるいは上回るようになる｡

81年だけで､メキシコ政府は200億 ドルの短資を取 り入れた12).その返済は翌82年であり､こ

の返済困難が債務危機の直接の引き金となった｡ともかくすでに80年にはメキシコはいつ流出

するともしれない短資に依存した経済運営に陥っていたのである｡76年の危機が繰り返された

のであり､94年に再度繰り返されることになる｡

76､82､94と並べてみるとただちに気付 くように､これらはすべて大統領選挙つまり大統領

交替の年にあたる13)｡メキシコの大統領は6年任期であり､再選は憲法によって禁止されてい

る｡その任期最終年になぜ大事件が集中し､また､図1に示されるように､財政赤字が急拡大

するかは政治学の興味ある課題であろうが､この小論では任期最終年の無責任ゆえの大判振る

まいというに止めよう｡ただし､この債務危機を理解するために､82年に至る過程をたどるこ

とは有益であろう｡財政赤字と対外債務との相関については図1:｢財政赤字と対外債務｣を

参照されたい｡

図 1:財政赤字と対外債務
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77年にエチェベリア大統領を引き継いだポルティジョ大統領は､上述した76年のIMFとの

協定に基づき､77年に財政赤字を対GNP比で9%から6.3%に削減 し､翌78年には6.2%を維

持することに成功 した｡しかし79年7.1%､80年7.5%と赤字が漸増し､81年には14.1%と前年

より一挙に倍増 し､82年になると16.9%と過去最高にまで拡大した (表6:｢財政収支｣(次号

掲載)参照)｡その原因は単純ではない｡石油生産-の野心的なまでの大規模投資は､疑いも

なく､一つの原因である｡説明するまでもないが､72年のレフオルマ油田の発見以後､折 りか

らの石油ブームに乗 り､メキシコは原油輸出を増加させるため､油田の開発を急いだ｡事実77-

82年のあいだに金額にして16倍の輸出増加を達成させた｡輸出総額に占める原油輸出の割合は､

77年の23.7%から82年の75.8%へ上昇した｡その開発資金は政府とPEMEX (メキシコ石油

公団､政府予算の統制を受ける公企業)による対外借入によってまかなわれた｡それぞれ単独

の債務を示す指標はないが､公的および公的に保証された対外債務をみると77-82年の間には

年率20%で増加し､残高が250億 ドルから597億 ドルへと2倍以上になっている｡

メキシコの石油輸出が激増したのもかかわらず､経常収支赤字は79年54.5億 ドル､80年107.5

億 ドル､81年160.6億 ドル､対GNP比3.9%,5.7%､および6.7%へと拡大 した｡それは､メ

キシコでは経済が活況に向かうと資本財と耐久消費財の輸入が増大するが､これら部門の経済

規模が大きいためにその輸入の増加は石油輸出の増加を容易に超え､経常収支赤字が拡大する

からである｡さらに､70年代はユーロ市場が急拡大した時期であり､また一次産品価格で実質

化すると金利がマイナスとなっており､それゆえ開発資金の借入れであれ､国際収支の金融で

あれ､対外借入れは借手国にとって有利であったことも債務の拡大の背景であった14)0

ところが､ポルカ-が連邦準備制度理事会議長に就任し､ディスインフレ政策に転 じると､

米国の金利が上昇 し始め､また81年になると原油価格が低下 し始めた｡70年代に途上国がユー

ロ市場より取り入れたシンジケート･ローンは､中長期借入れではあったが､3ケ月あるいは

6ケ月ごとに金利を見直すという変動金利であり､市場金利の上昇は数ケ月遅れで利払いの増

加をもたらした｡メキシコも多額のシンジケートローンを取 り入れており､そのため対外債務

のうちかなりの部分が変動金利であった15)｡このため利払額は80年より急増し､80､81､82年

には元本支払額を上回った｡前出の表3｢債務指標｣が示すように､対GNP比では､それぞ

れ3.2%､4.1%､6.8%である｡また､新規に契約した借入れの利率も上昇した｡81年までは大

きな変化はないが､81年には16.4%に達した｡加えて借入れ条件も82年になると急速に悪化し､

LIBOR+5/8%程度であったがLIBOR+1%以上に上昇した16).

借りれ条件が悪化するのみならず､借入れすることさえ困難となった｡81年9月PEMEX

はユーロ ･シンジケー ト･ローン､ユーロ債発行およびボンド建て銀行アクセプタンスによる

総額20億 ドルの資金調達を計画した｡しかし8億9000万 ドルしか調達しえなかった17). さらに､

82年6月メキシコ政府はバンカメリカに借入れを申し込んだが､そのさいバンカメリカは25億

ドルのシンジケー トを組織 しするのに困難を極めた｡中小の銀行は無関心をきめこみ､大銀行
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でさえメキシコ蔵相と蔵相代理の個人的な要請の後ではじめてシンジケート参加を決定する始

末であった｡結局､政府の圧力によって､メキシコの銀行の在米支店が引き受けることなった｡

その6週間後､メキシコ政府は1億 ドルのユーロ ･ダラーをメリル ･リンチを介して調達した

が､金利は18.5%であった18)｡その当時アメリカの公定歩合は12%であった19)0

これらの努力と並行し､ペソを切下げ､貿易収支を改善しようという試みもおこなわれた｡

81年には1ドル-26.2ペソ-､12.8%の切下げを断行した｡82年に入ると､2月には公的介入

を停止してペソをフロートさせ､2月末には44.6ペソに切下げた｡しかしメキシコのインフレ

率は米国のそれに比 し高く､この程度の切下げではペソの過高評価を是正するにはいたらなかっ

た｡むしろペソ切下げはドルの逃避もしくはドル投機を加熱するものでしかなかった｡8月1

日に食料 ･ガソリン価格の引上げが発表されると､インフレの加速､さらなるペソ切下げが予

測されて､ドル逃避 (投機)が爆発した｡そして8月6日には二重為替相場制に移行した｡8

月13日には為替市場が閉鎖された｡銀行の新規対外借入はもちろんのこと､旧債務のロール ･

オーバーも停止される状態となった｡外貨準備は減少しつづけ､ついに8月12日エルソグ蔵相

は米連銀とIMFとに電話をかけ､債務を履行する困難を伝えたのである｡

エルソグの電話は世界を震掘させた｡メキシコの窮状はメキシコにとってのみならず､米国

銀行にとっての窮状であったからである｡マネーセンター ･バンクと呼ばれる巨大銀行9行は､

平均すると､メキシコ1国に対し自己資本の半分 (49.6%)にあたる貸付けを行っていた｡そ

の一つであるマニュフアクチュラーズ ･ハノーバー銀行は60%を上回る高率であった｡この9

大銀行でアメリカ171銀行のメキシコ向け銀行貸付けのうち42%､BIS報告銀行の17%を占

めていた20)｡米国の規定では､利払いが90日以上遅れると不良資産 (Substandard)となり､

ただちに収益に影響する｡ 6ケ月以上滞 り､監督機関によってさらに度合いの高い Value

lmpairedに分類されると､特別貸倒引当金 (SpecificProvision)を積まなければならない｡

特別貸倒引当金は資本から控除される21)｡この規定によると､メキシコが利払いを6ケ月以上

履行できなければ､最悪の場合､マネーセンター ･バンクは自己資本の半額を減資しなければ

ならない｡メキシコのみならずラテンアメリカ全体が連鎖的に債務不履行になれば､その損害

は甚大で､銀行によっては自己資本の2倍もの損害を被る｡そこまで悪化 しないにせよ､貸倒

引当金の積み増しは収益の減少を意味し､ひいては株価下落をもたらす｡不良資産が償却され

なければならないこととなると､銀行の資産が減少し､銀行の倒産が起きるかもしれない｡打

撃はむろん米国銀行に止まらず､国際金融界全体に広がっていく｡しかも､80年ポーランド､

81年アルゼンチンと危機が続き､国際金融界はすでに損害を被っている上に､メキシコの債務

額はこれら2回に比べ格段に大きかった｡

3.2 危機解決のための臨時措置

米国の対応は迅速であった｡エルソグから連絡を受けたポルカ-議長はただちにバンコ･デ ･
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メヒコに24時間のスワップを与え､加えて米国農産品輸出公社からの10億 ドルの信用の供与と

戟略備蓄用石油輸入の10億 ドルの前払い (これはその後15ケ月間に13億 ドル分の石油輸出よっ

て返済される予定であった)､という米国からの支援計画をまとめた｡

その翌日8月20日､メキシコ政府は債権者である約800行の民間銀行と会合 した｡その場に

おいてメキシコは銀行側に､8月23日以後90日間に満期を迎える公的債務87億 ドルについて､

利払いは継続するが､元本のみの90日間の支払延期を要請した｡その要請は受け入れられた｡

ただし､民間部門の債務､インターバンク債務､政府債の処理は後日の課題として残った｡こ

のうち民間債務は83年4月､FICORCA (FideicomisoparalaCoberturadeRiesgo

Cambiarios､為替リスクをカバーする信託)を設置し､解決が図られた｡これについては後

段で触れよう｡インターバンク預金は､メキシコの銀行の6外国支店により､6ケ月満期のも

のが65億 ドル取 り入れられていた｡メキシコの銀行はメキシコ政府に指示されて預金を取 り入

れ､その一部を､他に引受け手のなかった国債の購入に用いたのである｡インターバンク預金

の借り換えがなされないと､政府が苦労を重ねて調達した外貨は､インターバンクから漏れて

しまう恐れがあった22)0

8月29日BISは18.5億 ドル (半分は米連銀負担)の信用を､メキシコがIMFのコンディ

ショナリティを受け入れることを条件に､供与することを決定した｡こうして､ともかく一呼

吸する余裕は生まれた｡

9月1日､ポルティージョ大紋領は大統領教書を報告し､銀行の国有化とともに為替管理を

発表した｡銀行の国有化も資本の海外逃避を防止し､外貨を管理しようという意図からの措置

であった｡

11月10日､メキシコとIMFは拡大信用供与協定に調印した｡信用額は34億 SDR (39.2億

ドル)であった｡コンディショナリティが満たされると83､84､85年の3年間に順次信用供与

される予定であった23)｡コンディショナリティとして､

①財政赤字の削減 :81年にGNPの16.5%であった赤字を､83年8.5%､84年5.5%に削減する

こと､②インフレの抑制 :82年に100%であったものを83年には55%に抑制すること､③対外

借入れの圧縮 :81年200億 ドルであった借入れを83年に50億 ドルに圧縮すること､④経常収支

赤字の改善 :83年には34億 ドルに改善すること､⑤公企業の製品 ･サービス価格の引上げ､各

種の補助金の削減､税率の引上げなど､が協定された24)0

12月8日には8月に90日間の支払延期が認められていた公的債務の再度の支払延期がメキシ

コ政府と民間銀行代表団 (BankSteeringCommittee)とのあいだで合意され､さらに合意

の内容が拡大された｡それは84年までに満期となる200億 ドルの公的債務の借り換えと､IMF

のコンディショナリティで認められた50億 ドルの新規借入 (ジャンボ ･ローンと呼ばれる)､

および86年末まで､50億 ドルの短期インターバンク預金のロール ･オーバーである｡条件は､

200億 ドルの借 り換えについては､4年据置き8年払い､金利はLibor+1‡%もしくは US
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primeRate+1‡%であり､手数料は1%であった｡ジャンボ ･ローンは3年据置き6年払

い､金利はLibor十2‡%もしくはUS PrimeRate+2‡%であ り､手数料は 1‡%であっ

た25)｡シンジケート･ローンと比べると､金利はかなり高く設定されている.個別の融資とし

て考えると､収益率の高い貸出しということができる｡手数料については､シンジケート･ロー

ンの場合引受団の組成を伴うので､その意義があるが､それでも主幹事銀行について1%程度

認められていたにすぎない26)｡リスケジュールの場合には単に事務的経費であり､この手数料

は不当に高く､信用リスクの転嫁など他の意図を含んでいると言わざるをえない｡

IMFのコンデショナリティの圧迫もあいまって､メキシコは83､84年と経常収支を大幅に

改善し､黒字を記録 した｡もっとも､その主因は輸入の削減であって､輸出には大きな変化は

みられなかった (前出表3参照)｡輸入の削減は必要な資本財の不足をもたらし､メキシコの

経済成長を阻害した｡また､財政収支も著しい改善を示し､PSBRは83年には8%に下落し､

前年の半分の水準に止まった｡プライマリー ･バランス (国家債務に対する利払いを除いた財

政収支)は1965年以来ほぼ20年ぶ りに黒字となった (表6 (次号掲戟)参照)｡こうしたメキ

シコの対応を評価して､IMFと米連邦準備制度理事会とは84年の IMC (International

MonetaryConference,銀行家の会合)において多年度一括リスケを提案した｡メキシコ政府

とってはその方が債務の返済計画をたてやすいので好都合であり､また銀行側に煩墳なリスケ

交渉を避けたいという意向が働いて､84年9月両者は合意に達した｡対象債務は85-90年に満

期となる487億 ドルである｡あらたに､銀行の債権のうち50%までは自国通貨建てに変更して

もよいこととなった｡これは債権銀行にとっては ドル建て貸出しの為替リスクを回避し､メキ

シコのとっては高金利の ドル建て債権を低金利のその他通貨建て債権に切 り替えるための条項

であった｡

3.3 危機の認識の変化

82年の債務危機発生当初にはこれを流動性不足によるものと捉え､元本支払いの繰延べと短

期流動性の供給 (追い貸し)で対処 しうると考えられていた｡むしろメキシコの危機は国際金

融界の危機であり､それを回避するためにメキシコを救済するという認識であったといっても

過言ではない｡ところが､83年 3月にアルゼンチンを皮切 りに､ブラジル､ペルーと次々に利

払い困難な状態に陥り､85年にはペルー政府が一方的に利払いを輸出額の10%に上限を限り､

またブラジルとのリスケ交渉が難航するなどの事態となり､危機は現実に国際的となった｡さ

らに､84年 1月キ ト宣言､ 5月中南米 4ヶ国大統領共同声明､ 6月カルタヘナ合意など､

IMF･米国に対する債務国国際連合と言うべき潮流も発生した｡

さらに重要なことは､米国の商品輸出が82年､83年および85年には絶対額で前年より減少し

たことである27)｡輸出の絶対的減少はさまざまな要因が作用した結果である｡インフレにもか

かわらず ドル相場が上昇したことや､とりわけ米国製品の国際競争力の低下がもっとも重大な
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要因であろう｡ここでは中南米-の商品輸出に注目してみよう｡中南米への輸出は81年421億

ドルであったものが､82年336億 ドル､83年257億 ドルと絶対的に減少し､その後84年297億 ド

ル､85年310億 ドルへと増加するものの81年の水準には及ばない｡そのうちメキシコへの輸出

は81年198億 ドル､82年116億 ドル､83年91億 ドル､84年120億 ドルであり､81年の水準に回復

するのは88年のことである28).中南米への輸出の減退のみで米国の商品輸出の絶対的減少をす

べて説明することはできない｡しかし中南米の債務国が債務を返済するために緊縮財政をおも

な処方とする経済調整を迫られ､そうした債務返済努力が輸入の削減をとおして､米国からの

商品輸出の減退を引き起こしているという国際的な関連は否定すべ くもない｡

ベーカー米国財務長官が1985年10月のIMF総会で債務解決の向けてのベーカー案を提案し

たのはこのような雰囲気のなかにおいてであった29).その提案は､(∋主要債務国の構造調整の

実行､② IMF･世界銀行およびIDBなどの地域開発機関の積極的な関与､③民間銀行から

の200億 ドルのニュー ･マネーの供給､の3本注からなっている｡提案の特徴は､対外債務の

返済のためには債務国の経済成長が必要であることを強調したことであり､そのための条件と

して債務国に対 して市場志向型の政策 (IMFのコンディショナリティと共通する)を採用す

ることを要求し､それを支援するため､｢追い貸し｣を超えて､IMF･世銀からの公的資金

融資､および民間資金の新規融資の必要性を指摘したところにある｡

この提案はそれまでの債務国の国際収支重視から経済成長重視へ認識を移すものであり､米

国の方針の変化として注目を集めた｡それは一面では債務国の実状に沿った解決案ではあった

が､同時に米国の利害に基づいた提案であった｡官民あげて新規融資すべきとされた主要債務

国はベーカー ･カントリーと呼ばれることになった15ヶ国であるが､そのうち10ヶ国が中南米

諸国であった30)｡この集中が計画を実行する上で障害となった｡重債務国は中南米に集中して

いるので当然とはいえ､中南米向けの債権については米国銀行が最大のシェアを握っている｡

メキシコ1国をとってみると､30%強のシェアである｡ヨーロッパの銀行は全体で30%弱であ

り､そのうち半分はイギリスの銀行のシェアである31)｡それゆえ200億 ドルの新規融資の国別

割り当てについての憶測と同時に､ベーカー案は中南米諸国と同時に米国銀行を救済するもの

であるという評価を生んだ｡ IMF･世銀の参加も､中南米諸国の救済は当然として､米国銀

行をもっとも救済することに連なる｡このため､ベーカー案はIMF･世銀からの支持は受け

られたが､民間銀行ことにヨーロッパからの支持を得られなかった｡また､多くの銀行は債務

国の将来に不安を持ち､返済しうる可能性の少ない国にこれ以上融資するのに抵抗した｡実際

債務額は債務危機以降のリスケの過程でも減少するのことなく､むしろ増加していた｡それは

返済不可能と思われる巨額に達していた｡すでにヨーロッパの銀行や米国のリージョナルバン

クのなかには､セカンダリー ･マーケットで貸出債権を売却 したり､債務国-の貸出しを削減

しあるいは債務国から撤収する銀行がみられ始めた｡

ベーカー案が提案されるほぼ1ケ月前の9月19日､マグニチュー ド8の激震がメキシコを襲
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い､メキシコに大きな被害を与えた｡IMFは86年 1月に3億 ドルの緊急融資を与え､7月に

は14億SDRのスタンド･バイ ･クレジットを認め､これを含めると総額120億 ドルにのぼる

救済パッケージを組成した｡このパッケージはベーカー案の具体化と考えられている｡パッケー

ジのなかには①6億SDRの偶発条項 (contingencyclause)付き融資が含まれていた｡その

内容は､原油輸出価格が1バーレル当り9ドル以下に下落すると融資を実行し､14ドル以上に

なると削減するというものである｡そのほか②世銀 ･IDBから27億 ドルの融資､③ 2国間の

25億 ドルの公的信用､うち日本輸出入銀行より10億 ドル､④民間銀行より60億 ドルの新規融資

に加え､17億 ドルの偶発条項付き融資が盛 り込まれていた｡民間銀行からの偶発条項付き融資

は､公共部門の外貨収入が大幅に減少した場合に12億 ドル､また87年3月までにメキシコ経済

が十分回復しない場合には､あらかじめ指定されたプロジェクトへの公共投資のために5億 ド

ル融資するというものであっだ 2)｡これらの融資は債務国の経済成長のための民間銀行からの

資金供与､IMF･世銀の積極的関与といった点でベーカー案を具現するものである｡これら

の上に､86年9月にはパリ･クラブ33)によるリスケ､20億 ドルが加わった｡

3.4 民間債務の処理策

ここでメキシコの民間債務の処理についてみておこう｡82年のエルソグ蔵相の債務履行の延

期要請においても､12月のリスケ交渉においても､対象となったのは公的および公的保証債務

のみであって､メキシコの民間企業の負っている対外債務は除かれていた｡民間企業自身が返

済に必要な外貨を調達できれば問題はない｡しかし為替管理が行われている上に､公的債務さ

え支払えないほど外貨が枯渇しているということは､民間企業が支払いに必要な外貨をペソを

対価には入手できないということを意味する.民間債務についても支払猶与が必要であった｡

しかし支払い猶与をうけたとしても､ペソの下落が予想されるもとでは､民間企業の対外債務

はペソ建てでは急増 し､債務履行の負担 も急速に重 くなる｡そこで政府は､83年 4月､

FICORCAという信託を設置し､民間債務の返済にあたった｡その直接の目的は､｢為替

リスクをカバーする信託｣という名称が示すように､民間債務の為替リスクをカバーすること

にあった｡民間債務の支払いを延期 しつつ､その期間の為替リスクを回避するため､早い時点

で民間企業に政府宛てにペソで返済させ､そののち政府が債権銀行にドル (あるいはその他の

通貨)で支払うまでの為替リスクは政府の負担としたのである｡具体的な処理方法は､民間企

業がFICORCAと契約し､対外債務 (金融債務と貿易債務)をFICORCAにペソで

(現金､およびFICORCAからの借入れで)支払い､FICORCAは､本来の債務者に

代わり､外国の債権者にドルで支払いを定期的に行う､というものであった｡契約額 (したがっ

て登録された民間債務額)は､83年に115億 ドルであった34)｡民間債務を公的機関が肩代わり

したことになった｡対外支払条件は4年据置き8年払いというのが大部分を占めた｡民間債務

の4年間の支払い猶与とその間の為替リスクのカバーがFICORCAの成果であった｡82年
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に銀行が国有化されたので､銀行の負っている政府非保証の対外債務も公的債務となった｡こ

うして多 くの対外債務が政府の管理下におかれた｡しかしFICORCA本当の狙いは､為替

リスクの肩代 りを介 して､民間の為替需要を政府に集中し､為替相場を管理 しようとしたこと

にあっただろう｡さらに､民間からペソ資金を吸い上げ､財政赤字をまかない､インフレを抑

止しようとしたということも考えられる｡

ところが87年になると､石油価格の下落のため経常収支赤字が拡大 し､再交渉が必要となっ

た｡87年 7月メキシコ政府は民間銀行と再度リスケ交渉し､｢FICORCAによってカバー

された82年8月までのものについてのみ民間債務をリファイナンスする｣35)契約を締結した｡

すなわちFICORCAが元本を支払い､銀行はそれと同額をメキシコ企業に (旧債務企業で

なくともよく､新規融資であってもよい)融資する､あるいは直接投資する､および債務の株

式化 (Debt-EquityConversion)に用いる､というのがその内容である｡新規融資の条件は､

この再交渉に先立つ87年 3月の公的債務のリスケ条件が適用され36)､7年据置き､20年払い､

金利はLibor+1孟%であった｡この条件を提案された債権銀行は､ もう20年間も資金を固定

することを嫌い､FICORCA との契約を避け､債権を大幅に割 り引いて債務者からの返

済に応 じるか､債務の株式化を行うように方針変化 した｡表 3によってその動きを確認してお

くと､民間非保証債務が1987年の141億 ドルから88年には59億 ドルへ激減している｡

3.5 債務削減の必要性

ベーカー案はメキシコ以外にアルゼンチン･ブラジル ･エクアドルに適用されたが､進展は

はかばかしくなかった｡その意味では､債務解決策としては失敗だったといってよい｡それゆ

えにベーカー案に続いてさまざまなアイディアが提案された｡すでに述べたように､新規融資

を主柱とするベーカー案は民間銀行には魅力的ではなかった｡そして､リスケにもかかわらず

債務国の債務残高が年々増加 しつづけ､もはや皆済を期待しえないのではないかという怖れが

抱かれ始めた｡メキシコの対外債務は､増加速度こそ低下したものの､GNP成長率を上回る

スピードで増加 しつづけた｡ネット･トランスファー (債務実行額一元利払)は82年以降マイ

ナスとなり､債務実行額を元本返済と金利支払の合計額が上回る状態に陥った｡すなわち資金

の不足 しているメキシコから資金が流出していた｡しかも80年以後は利払い額が元本償還額を

上回り､その規模は年々増大した｡利払いのために借入れる状態となっていた､といっても過

言ではない (表 3参照)｡利子は借入れた資本が生産した付加価値から支払われるべきである0

それが可能であると､利払いのみならず元本を返済することができる｡残念ながら借入れた資

本の使途もそれが産み出した付加価値をも特定できないので､これ以上の分析は不可能である｡

しかし､表3より､いかに利払いが負担となったかがよく分かる｡利払い対GNP比をみると､

81年3.2%であったが､82年には6.8%-一挙に増加 し､83年には7.1%の最高に達し､その後も

6%台に止まった｡70年代をとおして3%以下であったことを考えると､利子負担は80年代に
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は倍増している｡また表3よりGDP成長率をみると､81年こそ7.9%の成長を示 したが82年

にはマイナス0.5%､83年にはマイナス5.3%を記録 し､84年には3.6%へ回復したが､それでも

利子負担より低い｡つまり､経済成長の成果はそっくり､いやそれ以上に海外に流出し､メキ

シコを生産面でも消費面でも潤すことはないのである｡ベーカー案の骨子である債務国の経済

成長を実現しようとすると､新規融資とともに､ネット･トランスファーの改善ことに利払い

の軽減を中軸とした返済額の軽減が不可欠であることが明らかである｡メキシコ国内において

は経済調整という緊縮策の継続にいらだちが生まれ､社会不安が醸成された｡実質賃金は低下

し､一人当たりGDPはマイナスを記録 した｡磐石を誇ったPRI(PartidoRevorucionario

lnstitucional､｢制度的革命党｣､メキシコの支配政党)の支配にも揺るぎが見え始めた｡

債務 (元本 ･金利)の削減は米国からも提案された37)0 86年6月ブラッドレ-米上院議員は

債務国の貿易自由化､投資の推進を条件に､民間銀行が金利と元本の3%づづを3年間削減す

ることを提案した｡同議員の趣旨は､累積 した債務は債務国の経済の悪化とともに米国の貿易

収支の悪化をもたらし､そのことは米国の ｢輸出部門の職を失わせる｣38)､というものであっ

た｡同様の提案は ｢米上下両院合同経済委員会報告｣39)によっても主張されている｡同報告の

趣旨は､中南米債務国が対外債務の履行のために､貿易収支の大幅な黒字を確保する必要に迫

られ､したがって米国からの輸入を削減し､米国およびその他の国-の輸出を増加させた｡こ

のため米国の農産品の輸出が減少 し､また世界の一次産品価格が低下した｡それゆえ農業部門

を筆頭に米国は不況となり､農業銀行のうちには倒産するものも多い｡これはマネーセンター ･

バンクの利益を保護するために他の産業を犠牲とするものである､という主張である｡高まり

つつある失業を背景に､金融部門に反発し､貿易部門 (農業部門､工業部門)の利害に即した

政治的な主張である｡しかし､その意図はともかく､元本償還と利払いの削減が明示的に主張

された｡元本償還と利払いの削減という銀行にとって短期的には不利な方法が､結局は債務問

題を解決すること､債務問題の解決は､金融面のみではなく､実態経済とのバランスが必要で

あることが主張された｡債務問題を検討するなかで､国際資本流通と商品貿易とが密接に関連

していること､しかも資本流通と貿易のそれぞれの次元で国民経済間の相互依存が深まり､重

要性の軽重はあれ互いに相手なしでは存立しえないという認識が広 く了解された｡極端な表現

を用いると､債務国と債権国とは､商品貿易の面でも､資本流通の面でも､一蓮托生である､

と了解されたのである｡

銀行にとっては債務削減は大きな矛盾を含んでいる｡銀行はジャンボ ･ローンであれニュー ･

マネーであれ債務国に貸出し続けてきた｡ところが債務削減は過去の貸出しを否定することで

あり､債務削減をしつつ貸出しをすることはまったく矛盾している｡そのため､銀行の自発的

な参加を探った債務削減のための種々のアイディアが提示された｡これらは､マーケットメカ

ニズムを利用しようというものであったが､そのことからマーケット･メニューと呼ばれてい

る｡債務の株式化 (DEC)､債務の債券化 (DebtBondConversion､その一種が卒業債､
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ExitBond40))､債務の自然保護化 (DebtforNatureSwap)､債務買い戻 し (DebtBuy

Back)､利子の元加 (InterestCapitalization)などである｡その公式の推奨がベーカー蔵相

による ｢メニュー ･アプローチ｣である41)0

CEPAL (ComicionEconomicaparaAmericaLatinayelCaribe)は債務国側の意

見を代表し､ベーカーの ｢メニュー ･アプローチ｣を ｢債権者のメニュー｣ と呼び､｢債務国

にとって幾つかの食欲をそそる前菜は並べられているが､メイン･デッシュがない｣42)と評し

た｡最善の方法は､｢債務国が改革と経済再編成に熱心に取組む｣､｢それと対称的に債権国も

『北』にある重大な不均衡を是正する｡『北』における協調的な調整は､OECDの高度成長､

より正常な国際金利水準､より高い商品価格の基礎である｡OECD経済のよりダイナミック

な活動は中南米の債務を自然に救済するであろうし､間接的にこの地域の金融の回復と再編成

に貢献するであろう｣43)｡その上で次のような ｢債務国のメニュー｣を作成した｡①マーケッ

ト･メニューから選択､ある債務国は債権者のメニューの中に自分の利益に役立つものを見出

し､債権国の枠組みの中で解決することを選好する｡②中長期債務について全額モラトリアム､

厳しい立場にある債務国はほかに方法がない｡③公式利払い制限 (部分的モラ トリアム)､あ

る国は一方的に債務の履行を一定額に､輸出あるいはGDPの一定割合に制限する｡将来の輸

出成長が期待されるところでは有効である｡④債務の債券-の転換｡⑤利払い債､債務者は一

方的に利払いの一部あるいは全部として債券を発行する.(参利子の元本繰入｡⑦物納､銀行が

国際市場で再販売しうる商品で､代替的に支払いをする｡⑧債務国間の協調行動､債権銀行､

債権国政府に対する協調協議 (まだ一度も行われたことがない)44)｡さらにOECD諸国が経

済成長を達成しえないときには､債務の重圧は耐えがたいものになり､なんらかの譲許的な債

務救済が必要となろう｡その場合には国際機関を設置して､債務の債券への転換がもっとも有

力であると提案している｡具体的なスキームについては､国際機関が民間銀行から途上国向け

債権を現金で､割引価格で買い上げる案､民間銀行の債権と国際機関が発行した債券とを交換

する案などを紹介している45)0

87年は転機となった｡87年2月ブラジルは外貨不足のために長期債務の利払いを一方的に停

止した｡ブラジルとのリスケ交渉の難行に業を煮やしたシティ･バンクは30億 ドルの貸倒引当

金を積み増した｡そうすることによって､ブラジルが利払いを停止し､あるいは万一元本償還

を拒否しても当面打撃を最低限に留める体制を築き､利払いの制限を盾に強硬なブラジルに対

して､これまた強い態度で交渉に臨もうとしたためである｡貸倒引当金を積むことは収益の低

下をもたらすので､株価に悪影響を及ぼすはずであるが､その予測とは逆に市場はこの行動を

歓迎し､シティ･バンクの株価が上昇した｡これを見倣い､米国銀行のみならず他の銀行も貸

倒引当金を厚くした｡厚い貸倒れ引当金は､銀行の保有する途上国向け債権のセカンダリー ･

マーケットでの売却による処理をより容易にした｡逆に､セカンダリー ･マーケットの発展が

貸倒引当金の積み増しを促 したという関連も無視できない｡セカンダリーマーケットで価格が
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形成されるようになると､その価格で銀行の抱える途上国向け債権の評価がなされ､銀行資産

も評価されることになる｡貸倒引当金が不十分であると､簿価と時価との差額が大きくなり､

銀行の資産が不良であると解釈され､株価が下落する｡

しかしながら､途上国向け債権の流通市場がいつ発生したか詳細は明らかでない｡82年の債

務危機直後から民間銀行は資産内容の健全化に向け､自主的に対策を講じていた｡その過程で､

まずプロビジョン･スワップという取引が生じた｡途上国向け債権の貸倒引当金の税率や当局

の指導が各国によって異なっているために､途上国向け債権を交換 したのである｡これが流通

市場の発生する契機となったいわれている46)｡また､銀行によって得意とする地域とそうでな

い地域とがあり､得意分野に特化 し､損失を食止め､あるいは交渉を有利に運ぶために債権を

交換した｡85年になるとチリーはじめ中南米諸国で債務の株式化が始まり､また88年にアルゼ

ンチンに卒業債､ボリビアに債務の買い戻しが認められたことにより､市場が拡大した｡途上

国向けの債権の流通価格の気配値が85年頃からソロモンなどの米国投資銀行の店頭で表示され

始めた47)｡とはいえその相対取引き的な市場の性格により､流動性は高くない48)｡こうして焦

げ付いた債権を流動化しようとする試みが動き始めた｡

銀行債権の売り手は､はじめは国際金融業務から撤収しようとするヨーロッパと中東の中小

銀行であった｡債務の株式化が広まり､途上国債権への新たな需要が生じるにつれ､大手米銀

も徐々に債権を売却し始め､87年の貸倒引当金の大幅な積み増し以後は債極的に売却を進めた｡

債権の買い手ははじめのうちは資産の再構成を狙う銀行であった｡しかし債務の株式化が始ま

ると､それを利用して投資しようとする多国籍企業が参加した｡債務国政府も債務の買い戻し

のためにこの市場を利用した49)｡さらに､海外-逃避した資金も有力な買い手であると推測し

うる｡逃避資金 (の保有者)は自国の事情にはもっとも詳しいということができる｡金利､イ

ンフレ､外貨準備といったマクロ統計はもとよりに必要な国内情報を入手しやすく､将来の予

測も比較的に可能である｡逃避資金にとっては自国の公的債務は売買差益を稼 ぐ格好の投資対

象であろう｡しかし88年頃まで機関投資家は､法制上あるいは政策上の障壁のため参加しなかっ

た､とIMFの上記レポートは述べている｡

表4:メキシコ向け銀行債権の流通市場価格

時 期 Jun-85Jam-88Dec-86Q3/87Q4/88Q3/89Dec-90Dec-91Dec-92Dec-93Dec-94Dec-95Dec-96

出所 :1986までは､ Deds,R.A.,Roberts.D.L.andE.M.Remolona,FinaTWeforDeueloping
Countries,GroupofThierty.1987,p.21.それ以後Q/89までは､シュミット委員会報告 ｢一

つの世界｣『エコノミス ト』1989年7月11日号､114頁.Dec-90以後は､BancodeMexico,The
MexicanEcoTWmy,1997,Table62によるディスカウントボンド.

メキシコ向け債権の価格は表4:｢メキシコ向け債権の価格｣のとおりである｡87年12月の

価格は50であり､すなわちこの時点では､銀行が市場でメキシコ向け債権を処分すると､元本
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∫
の半分しか回収できず､半分は貸倒引当金の引落としその他による会計処理が必要となる｡逆

に､十分な貸倒引当金を積めば (この手続きを省いて収益から直接償却しても結果は同じであ

る)､いつでも市場で債権を売却して途上国の債務問題から逃れられる｡87年の時点での米国

銀行の引当金の状態は中南米全体の債権に対して13-30%である｡88年になると､途上国全体

に対して20-35%の水準であり､幾分高くなっている｡同時に米国銀行は資本金を拡充し､途

上国債務の資本金にたしする比率を引き下げている｡そこに､債務国とリスケの神経戦に疲れ､

また貸付け残高に比例して追い貸しを続けねばならない泥沼のような状態から抜け出したいと

いう銀行の意向を読み取ることができる｡

3.6 債務削減とセキュリタイゼイション

こうして債務国の側に債務削減の､債権国 (銀行)側に債権流動化の強い要求が生 じ､それ

を受け入れる市場が整備されたとき､債務削減が実現した｡債務削減はセキュリタイゼーショ

ンを利用して行われた｡具体的には､87年12月にメキシコ ･スキームが米国財務省とメキシコ

政府とから発表され､それはメキシコが新規に発行する国債と銀行債務とを割 り引いて交換す

る､という計画であった｡債権銀行が貸出し債権を証券と交換し､しかもそれを転売しうる市

場が存在する (発生する)と確信したとき､債務削減と債務の流動化が同時に現実化した｡銀

行貸出債権の流動化は､債権それ自体の転売よりも､証券化 した後の転売のほうが容易である｡

それはすでに米国内のセキュリタイゼーションとして実証されている｡転売市場としては､す

でに存在している途上国向け債権のセカンダリー ･マーケットに期待することができる｡ここ

に債権銀行は､証券化とともに債権の削減を受入れたのである｡

交換される銀行債務は85年のリスケ債務と83､84年のジャンボ ･ローンとを対象にしており､

86-87年の新規融資と短期信用および民間債務は対象外であった｡これら債務と20年満期 (2008

年に一括払い)の ドル建てメキシコ国債 (アステカ ･ボンドAztecBond､モルガン･ボンド

とも呼ばれる)と交換するという計画である｡アステカ ･ボンドは金利がLIBOR+1‡%

であり､現存のリスケ債務の2倍のスプレッドとなっていた｡また将来のリスケ対象とはなら

ず､将来の新規融資のベースにもならないもので､つまり ｢卒業債｣でもあった｡元本のみが､

米国政府がこの目的のために特別に発行する20年払いの米国ゼロ ･クーポン債によって保証さ

れた｡債務 (銀行側からすれば債権)とアステカ ･ボンドとの交換比率は入札によって決定さ

れた｡その入札は翌88年 2月26日に行われ､18ヶ国139行が､320口､計67億 ドル応札 した｡そ

のうちメキシコ当局は条件が妥当と判断した95行の36億6500万 ドル分についてのみ受諾した｡

日本の銀行､カナダ銀行､米国地方銀行が積極的に応じた50)｡これは当初の目標額100億 ドル

を下回ったものの､36億6500万 ドルの銀行債務が25億5700万 ドルのアステカ ･ボンドと交換さ

れ､平均交換比率は1ドルの債権にたいして69.77セントであった (メキシコ向け債権の売買

気配値は1月には51セントであった)｡その保証のためメキシコ政府は4億9200万 ドルの米国
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ゼロクーポン債を､外貨準備から購入した51)0

この取り引きによってメキシコは約11億 ドル債務を削減することができた｡将来にわたるそ

の利払いをも削減できた｡また約 5億 ドル現在支出することによって､20年後25.6億 ドルの債

務元本を返済する予定もたてられた｡しかし債券化された25.6億 ドル分にたいする利払は以前

よりも重くなった｡何よりも債務の減少額はメキシコの対外債務の重圧を軽減 し､メキシコに

経済成長のための資金を用意するにはまったく不十分であった｡メキシコの長短を合計した債

務総額は87年末には1兆 ドルを超え､GNPに対する長期債務残高の割合は74%のというかっ

てない高率に連していた｡この程度の債務削減では焼け石に水であり､ネット･トランスファー

はマイナスのままであった｡さらに大胆な債務削減が必要であった｡88年12月の大統領就任演

説の中で､サリーナス大統領はネット･トランスファーを改善することともに､債務残高の削

減交渉を進める予定であることに触れた｡他方民間銀行にとっては､一歩前進ではあったろう｡

債券化された部分については元本償還には心配がなくなったうえに､ニューマネーを割り当て

られることもなくなり､そのうえ債券は貸付債権と異なり転売が容易であり､それだけ ｢最終

的｣解決にもちこみやすい｡また債権と債券との交換金額は入札という自由な取引形式で決定

され､交換比率も市場価格の範囲内であり､その意味ではマーケット･ベースの上にある｡表

4で確認したように､アズテカ ･ボンドの69.77という割引率はメキシコ向け債券の流通価格

よりたかい｡つまりこのスキームにおいては債券銀行にとっても放置されるよりは有利な解決

策となっている｡だからこそ実行されたのである｡しかし新規債券の利払いは保証がなく､不

安なままであった｡

これらの要求に答えたものがプレイデイ案であった52).それは89年 3月10日プレイデイ米国

財務長官によってブレトンウッズ委員会の席上で提案された｡提案の骨子は以下のようにまと

めることができる｡債務国の経済成長が債務問題の解決に不可欠であり､そのためには債務国

は経済改革が必要であり､また対外借入れを必要としているという85年のベーカー案は基本的

に正しい｡しかし多 くの努力にもかかわらず経済成長は十分ではなく､経済改革も適切ではな

い｡加えて民間銀行からの資金流入は減少傾向にあり､国際機関-の負担がそれだけ大きくなっ

ている｡今や新たな方法を考えるべきときに来た｡その場合のポイントは､資金の効率的利用､

逃避資金の呼び戻し､先進国の健全政策と開放的で拡大する市場､国際金融機関の重要性の維

持と統合の保全､ボランタリーな債務元本と金利の削減 (debtanddebtservicereduction

onavoluntarybasis)53)､債務国に希望を与えること､である｡そのために何 よりも債務国

はIMF･世銀のプログラムを実行 し､国内外からの新規投資を喚起 し､国内貯蓄を強化し､

逃避資金を回帰させねばならない｡商業銀行は債権を削減し､同時に新規融資を供与しなけれ

ばならない｡国際機関は中心的な役割を演ずる必要があり､債務削減のための資金を提供する

ことができよう｡各国政府は債務削減のための法的 ･制度的整備を進めなければならない｡こ

の提案が､当時中南米諸国を覆っていた社会不穏､なかでも88年 7月のメキシコ大統領選挙に
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おいて与党PRIの推薦するサリーナスが50.7%というかってない低い得票によってかろうじ

て当選したことからくるショックを背景にしている､と喚ぎとるのは容易なことである｡さら

に､88年から89年にかけて連続する中南米諸国の大統領選挙で左派侯補が当選するのではない

かという連想､89年2月にヴェネズェラで起きた暴動､などを意識した政治的な提案であった

ことも疑いない｡

プレイデイ案の具体的な適用の第1号はメキシコであった54)｡債務削減交渉はプレイデイ案

発表直後から始まり､民間銀行代表団とメキシコ政府とのあいだで割引率､金利の条件につい

て協議が続けられた｡前例がないだけに､銀行側は割引率を低 く､金利を高く保とうとし､メ

キシコ政府はその道で､交渉は難航し､時間を要した｡その間に､5月には32億6340万SDR

のIMFとの拡大信用協定が締結され､6月にはパリ･クラブとの26億 ドルのリスケ､さらに

は世銀からの19.6億 ドルの構造調整融資､加えて日本輸出入銀行からプレイデイ案の実行のた

めの20.5億 ドルの融資の約束を取 り付けた｡こうした支援を受け､89年9月13日に合意に達 し

た｡対象債権は民間銀行の公的部門向け中長期貸付け約527億 ドルで､その債務削減策は三つ

のオプションとその他についての提案からなる｡オプションは､①債務削減オプション:銀行

は保有債権を､新たに発行されるメキシコ国債 (DiscountBond､30年満期､金利LIBOR

+13/16%)､と100対65の割合で交換 (元本削減率65%)､(参金利減免オプション:銀行は債権

を金利減免債 (ParBond､30年満期､金利6.25%の固定金利)､と100対100の割合で交換55)､

および③ニュー ･マネーオプション:保有債権の25%を新規融資し､既存債権をそのまま新規

債券と交換する､である｡メキシコ政府はこの合意に基づき､全債権銀行にたいしていずれか

のオプション (複数選択可)を選択するように求めた｡翌89年2月4日最終的な合意に達し､

3月28日から実行に移された｡協定された債権総額は482億3100万 ドルに達 した (ただしすべ

ての銀行債権が ドル建てではなかったので換算額)｡そのうち(Dのディスカウント･ボンドと

交換を選択したものが42.6% (このうちメキシコの商業銀行の保有割合は11.91%に達 してい

た)､②パー ･ボンドとの交換が46.5%であった｡③は､7年据置き15年満期､金利LIBOR

+ll/16%の債券と交換することとなり､その25%にあたるニュー ･マネーは4つの指定され

た方法56)のいずれかで支払えばよいこととなったが､その選択は10.9%であった｡この結果 5

億9800万 ドルの流入があった｡

ディスカウント･ボンドとパー ･ボンドは､元利支払いについて IMF･世銀 ･日本輸出入

銀行からの支援資金によって保証された｡元本についてはゼロ ･クーポン米国国債によって保

証された｡さらに､アステカ ･ボンドには欠けていた金利保証が加わり､最低18ケ月間の支払

いが保証された｡元本と利払いの保証のためには71億2210万 ドルのゼロ ･クーポン国債が必要

であり､その購入のために､一部はメキシコの外貨準備を当てたが､IMF･世銀 ･日本輸出

入銀行からの信用､合計57億4850万 ドルが供与され､債権銀行からの10億9000万 ドルのL/C

によるブリッジ ･ローンが与えられた57).
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そのほかプレイデイ･ボンドを利用した債務の株式化についても協定され､3年半にわたり､

年間10億 ドルを限度として､国営企業民営化プログラムおよび指定されたインフラ整備プロジェ

クトに関する債務の株式化に参加できることとなり､90年から実施された｡またインターバン

ク預金について､外国銀行がメキシコ銀行の在外支店に与えた信用は最低52億 ドルを1992年末

まで維持することが合意された｡さらに､石油価格がバーレルあたり14ドル以上になると､一

定限度内において債券の利回りを上げるという補完的な取決めが行われた｡

この債務削減の結果の評価を金額で示すのは難しい｡バンコ ･デ ･メヒコは､直接の効果は

71億9000万 ドル元本が削減されたこと､利払いが 9億4890万 ドルだけ減少し､ニューマネー ･

オプションが1990年に5億9800万 ドルもたらすこと､340億 ドルの債権に減額された公的債務

の履行が米国の国債によって保証されたことと評価 している58)0

そこで以上のような債務削減の効果を表3によって確認しておこう｡メキシコの長期債務残

高は87年まで増加し続けるが､88年を転機として減少に転ずる｡88年には約40億 ドルの減少を

見る｡この減少は､ IMFその他の国際機関からの融資が増加するなかで､それを上回るだけ

の商業銀行からの債務の減少があったためであり､ことに債務の株式化によるものである｡民

間非保証債務の減少については前述 したとおりである｡89年にも公的債務は約50億 ドルほど減

少するが､債券形態での債務はそれほど増加していない｡その関連に注意すれば､アステカ ･

ボンドは債務の削減にそれほど有効であったとは言えないだろう｡プレイデイ案実行後の90年

には公的債務残高は約 1億 ドル減少しているが､削減額は決して大きくない｡ただしその構成

は大きく変化しており､プレイデイ ･ポンドの発行のために､商業銀行からの債務は426億 ド

ル減少し､それに対 して債券形態での債務が364億 ドル増加し､銀行債務が債券に振 り替わっ

たことがよく示されている｡銀行債務の減少と債券の増加の差額は62億 ドルで､それだけ債務

が削減されたとなる｡しかし､プレイデイ案の実行を保証するために公的資金が供与され､そ

のため約60億 ドル公的源泉からの債務が増加し､その結果公的長期債務残高はわずか 1億 ドル

減少したに止まった｡利払いは90年には20億 ドル弱減少しているが､その後に大きな変化はみ

られない｡

資金流入をみると､90年､91年は大きく改善されたことがわかる｡この2年については債務

実行額が元本返済額を上回った｡利払いも90年には改善され､90年に限ると債務実行額が元利

払い合計を上回り､約 6億 ドルの資金の純流入がみられた｡以後利払いには大きな変化はない｡

しかし92年になると元本返済が倍増し､新規借入れを上回るようになり､ネット･トランスファー

はふたたびマイナスとなっている｡

プレイデイ案は債務削減に貢献 したとは決して評価できない｡しかしより重要なことは､プ

レイデイ案の実行によって債務交渉にまつわる不確実性が薄れ､国内金利が低下し､逃避資本

が還流し､投資に明るい展望がうまれたことである｡逃避資金は89年に24億7600万 ドル回流し

たと推計されている59)｡市場の信用も改善され､8年ぶりに民間部門による起債も行われた60)0
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しかしその反面､新規銀行資金の流入は期待できなくなった｡銀行としては債務削減をした相

手に貸出すことはまさに矛盾であるからである｡これ以降､メキシコをめぐる資金移動の焦点

は証券による資金移動､直接投資あるいはポートフォリオ投資に移っていく｡このような対外

債務の削減､資金流入経路の変更と並行して､国内金融市場､ことに証券市場が整備され､自

由化され､対外的に開放されていく｡それが次章の研究課題である｡
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