
経済トレンド 

ギリシャ財政危機の論点と今後のシナリオ 

～今後も綱渡りの展開、財政不安は来年に持ち越されよう～ 

経済調査部 田中 理 

           

(要旨) 

○ギリシャの財政破綻リスクが再燃している。財政再建が計画通りに進んでいないことで、昨年５月

に開始した公的支援を打ち切られるとの懸念が背景にある。ギリシャ政府が追加の財政緊縮策を打

ち出したことで、目先の破綻リスクはどうにか回避されそうだが、今後も綱渡りの展開が予想され、

財政不安は来年に持ち越されることになろう。 

○７月の首脳会議で合意したギリシャの追加救済（二次支援）の雲行きも怪しくなってきた。計画策

定時と比べて景気の一段の悪化が進んでいることに加え、国有資産売却による民営化収入も計画を

大幅に下回っている。財政不足の穴埋めに民間投資家による損失負担の拡大が検討されているが、

銀行の信用不安に拍車を掛けかねない。 

○ギリシャ以外の財政不安国への危機波及も食い止める必要がある。現行の救済基金の規模では、危

機波及が懸念されるイタリアやスペインの救済には心許ない。だが、基金の一段の規模拡充は支援

提供国の潜在的な財政負担の増加を意味し、中核国にも財政危機の余波が及びかねない。政府保証

額を引き上げずに、基金の資金供給能力を拡充する案が検討されているが、実現の行方は不透明。

○世界的な経済・金融危機の再来を防ぐためには、銀行問題への飛び火を食い止めることが不可欠。

短期金融市場では資金需給の逼迫が顕著。資本基盤が脆弱で、財政不安国の国債を大量に保有する

銀行の健全性が疑われている。欧州の政策当局は、銀行の資本増強での協調対応を検討し始めたが、

銀行救済による財政悪化に怯える政府が予防的・強制的な公的資金注入に応じるかは定かでない。

○ギリシャの財政再建が行き詰っていることは明らかで、何れは抜本的な債務再編に踏み切る必要。

ただ、他の財政不安国への危機波及や銀行問題への飛び火の恐れがあるなか、今はギリシャへの支

援を継続し、財政破綻を避ける以外に道がない。救済基金の再強化や銀行の資本増強の手当てが済

んだ段階で、ギリシャの秩序立った財政破綻や債務再編が検討されることになろう。 

 

 

１．ギリシャのデフォルト懸念 

ギリシャの財政不安に端を発した金融市場

の動揺が続いている。自力での財政再建を断

念したギリシャ政府は昨年５月、欧州連合（Ｅ

Ｕ）と国際通貨基金（ＩＭＦ）に財政支援を

要請。厳しい財政再建と構造改革プログラム

の履行と引き換えに、３年間で総額 1,100 億

ユーロ、ＧＤＰの 48％相当の財政支援を受け

ることで合意した。ＥＵとＩＭＦに欧州中央

銀行（ＥＣＢ）を加えた３機関（トロイカと

呼ばれる）から成る調査団は、四半期毎にギ

リシャの再建プログラムの履行状況を審査、

その結果に基づき、融資継続の可否を判断し

ている（図表１）。 

既に財政支援下にあるにもかかわらず、ギ

リシャの資金繰り懸念が再燃したのは、財政

再建が計画通りに進んでいないことが明らか

となり、ＥＵとＩＭＦからの支援融資が打ち

切られるのではないかとの懸念が背景にある。

公共サービスの運営費や公務員への給与支払

いなどの財政資金を税収で賄いきれないギリ

シャ政府にとって、支援融資の打ち切りは人
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図表１ 第１次ギリシャ救済パッケージの融資日程  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）第５回融資は 2011 年７月に実施済みであるが、正確な実行日については未公表 

（出所）欧州委員会、国際通貨基金             

第１回 2010/5/10 200 145 2010/5/18 55 2010/5/12
第２回 2010/8/30 90 65 2010/9/13 25 2010/9/14
第３回 2010/11/30 90 65 2011/1/19 25 2010/12/21
第４回 2011/2/28 150 109 2011/3/16 41 2011/3/16
第５回 2011/5/30 120 87 2011/7/? 33 2011/7/?
第６回 2011/8/30 80 58 22
第７回 2011/11/30 50 36 14
第８回 2012/2/28 100 73 27
第９回 2012/5/30 60 44 16
第10回 2012/8/30 60 44 16
第11回 2012/11/30 20 15 5
第12回 2013/2/28 60 44 16
第13回 2013/4/30 20 15 5
合計 1,100 800 300

融資予定日 融資総額 うちユーロ圏 融資実行日 うちＩＭＦ 融資実行日

工呼吸器を外されるのに等しい。その場合、

約束した期日や条件での借金の返済や利払い

ができない債務不履行（デフォルト）に陥る

事態、つまり国家の財政破綻が避けられない。 

 

２．二次支援の行方に暗雲 

ギリシャ政府が追加の財政緊縮策を打ち出

したことで、融資打ち切りによって政府の財

政資金が底を尽く事態はひとまず回避される

公算が高まった。目先のデフォルトリスクは

どうにか回避されそうだが、ギリシャ財政を

取り巻く厳しい状況に変わりはない。 

新たな危機の火種となりそうなのが、７月

のユーロ圏の首脳会議で合意済みのギリシャ

二次支援の行方だ（ここでは、昨年５月に開

始した支援プログラムを一次支援、今回新た

に検討されている追加のプログラムを二次支

援と呼ぶこととする）。 

ギリシャでは、景気下振れによる税収減や

改革の遅れにより、昨年５月の支援開始時の

想定と比べて財政資金の不足額が膨れ上がっ

ている。加えて、国債利回りの急騰で 2012 年

に予定していた国債市場への段階的な復帰

（自力での資金調達の再開）が絶望的となり、

新たな財政支援が必要となっている。 

二次支援では、度重なる支援拡大に対する

支援提供国側の国民の批判を交わす狙いから、

ＥＵとＩＭＦによる追加融資に加えて、ギリ

シャ国債を保有する民間投資家に対して自発

的な負担の共有（額面から減価した価格での

国債の借り換えや交換）を求めたほか、ギリ

シャ政府自身による国有企業の保有株式の売

却などを通じた民営化収入を財源の一部に充

てる方針が既に固まっている（図表２）。 

だが、プログラムを策定した年央と比べて

景気の悪化が一段と進んでおり、税収が大幅

に下振れしていることに加えて、株価低迷で

国有資産の売却も予定通りに進んでいない。

図表２ ギリシャ支援パッケージの概要  

【資金元】 ＜億ﾕｰﾛ＞
ユーロ参加国による二国間融資 800
ＩＭＦによる融資 (+) 300

1,100

【使途】
財政資金の穴埋め（2010～13年の３年間） 1,100

【融資条件】
５年で元本を返済
３年間は返済猶予
但し、返済期間の延長を検討中
ﾕｰﾛ圏拠出分の適用金利は約5.5％

【資金元】 ＜億ﾕｰﾛ＞
ＥＦＳＦによる融資 540
ＩＭＦによる融資 270
民間投資家による国債借換・交換 540
国有資産の民営化収入 (+) 280

1,630

【使途】
財政資金の穴埋め（2011～14年の３年間） 880
民間投資家関与での債務保証 350
ギリシャ政府による国債の買い戻し 200
国内銀行の資本強化 (+) 200

1,630
（－）民間投資家の救済負担 (-) 540
プログラムの規模 1,090

【融資条件】
15～30年で元本を返済
10年間は返済猶予
ＥＦＳＦ拠出分の適用金利は約3.5％

一次支援＜2010年５月＞

二次支援＜2011年７月＞

 
（出所）欧州委員会、国際通貨基金、欧州金融安定基金資料よ

り第一生命経済研究所が作成            

第一生命経済研レポート 2011.11 



二次支援パッケージが前提とする今年の経済

成長率は▲3.5％、来年にはプラス成長への復

帰を見込んでいたのに対し、現在の政府見通

しは今年の成長率が▲5.5％、来年もマイナス

成長が続くとの見方に改めた（図表３）。 

二次支援の財源となる筈の国有資産売却に

よる民営化収入も、年内に 24 件で 50 億ユー

ロを調達するとの政府計画に対し、現時点で

決まったのは５億ユーロに満たない（図表４）。

ギリシャ政府はその後に年内の民営化収入の

目標額を 40 億ユーロに下方修正したが、その

実現も疑わしい。つまり、ギリシャの二次支

援プログラムは、導入以前の段階で既に穴だ

らけと言う訳だ。 

ギリシャの二次支援プログラムの実行には、

支援提供国であるユーロ圏各国議会の承認が

必要となる。多くの国では二次支援の承認は

これからで、年内の最終決着が現実的なスケ

ジュールであろう。だが、一部の国からは、

二次支援策は現実を反映しておらず、練り直

すべきとの声が挙がっている。 

なかでも追加の財政拠出に国民の支持獲得

が難しいドイツやオランダの政府は、民間投

資家の負担割合の拡大を通じて財政不足分を

穴埋めしたい考えだ。だが、負担共有に一定

の理解を示し、自発的な債務交換に応じる構

えの民間金融機関側も、当初提示された金額

からの負担上積みに対して反発を強めている

（図表５）。損失負担の拡大は、銀行の信用

不安につながる恐れもある。自国の金融機関

によるギリシャ国債の保有額が大きいフラン

ス政府等も反対姿勢を崩していない。民間投

資家の負担拡大を巡る利害関係者間の意見対

立が、二次支援プログラムの成立を遅らせる

恐れが高まっている。 

 

３．救済基金の再強化も難航 

問題はギリシャ一国にとどまらない。欧州

の政策当局は、ギリシャのデフォルト懸念を

封じ込めると同時に、財政不安を抱える他の

ユーロ導入国への危機波及や、問題国の国債

を大量に保有する域内銀行の資本不足問題へ

の飛び火を遮断する対応に追われている。 

危機波及の防波堤として準備されたのが欧

図表３ ギリシャ支援パッケージの経済成長率の想定   図表４ ギリシャ政府の民営化計画  
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ギリシャ政府見通し
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件数 累計
（件） （億ユーロ）

2011年 4-6月期 1 4
7-9月期 6 17
10-12月期 17 50
年内 24 50

2012年 年内 18 150
2013年 年内 8 220
2014年 年内 2 350
2015年 年内 2 500

2011年9月末時点 1 4

（出所）ギリシャ財務省                   （出所）ギリシャ財務省             

図表５ ギリシャ国債を保有する民間投資家の自発的な債務交換・借換  

保有国債の交換・借換方法 利回り 元本保証
① 保有国債を額面と等価の30年債と交換 年利4.5％相当 全額保証
② 償還を迎える国債を額面と等価の30年債で借換 年利4.5％相当 全額保証
③ 保有国債を額面の80％の30年債と交換 年利6.42％相当 全額保証
④ 保有国債を額面の80％の15年債と交換 年利5.9％相当 部分保証  

（注）90％の参加率、各スキームに 1/4 ずつ参加した場合、 
   2011-20 年に 1,350 億€の債務交換・借換、420 億€の保証費用で、差し引き 930 億€の財政支援。 

2011-14 年に 540 億€の債務交換・借換、168 億€の保証費用で、差し引き 372 億€の財政支援。 

但し、保証費用のうち 350 億€は二次支援パッケージに予め計上する必要。 

参加する民間投資家にとっては、既存の国債と比べてＮＰＶが 21％減価する。 

（出所）欧州銀行監督機構、欧州金融安定基金資料より第一生命経済研究所が作成 
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州金融安定基金（EFSF）だ。ユーロ圏内で信

用不安が広がり、自力での資金調達が困難と

なった国に対して財政支援を提供する目的で、

３年間の時限措置として昨年５月に作られた。

財政支援が必要な国が現れた場合、債券発行

を通じて資金調達をし、その一部を準備金に

積み立て、残りを危機国に融資する。ユーロ

圏の各国は EFSF に直接資金を拠出するのでは

なく、EFSF の発行債券に対して政府保証を提

供する。つまり、融資先が返済不能に陥り、

準備金で損失を穴埋めできなくなった場合に、

基金の発行債券の保有者に対して、各国政府

が負担割合に応じて保証を提供する仕組みだ。 

６・７月の首脳会議では、①各国の政府保

証額を引き上げ、融資能力を当初の 2,554 億

ユーロから 4,400 億ユーロに拡充すること、

②財政危機国に対する支援融資に加えて、予

防的な財政支援、銀行の資本増強、流通市場

での国債購入にも基金を活用可能にすること

で合意した。だが、拡充後の基金の規模も、

危機波及が懸念されるイタリアやスペインを

視野に入れた場合、心許ないのが実情だ。 

基金からはこれまでに、昨年 11 月に開始し

たアイルランド支援に 177 億ユーロ、本年５

月に開始したポルトガル支援に 260 億ユーロ

を拠出することを約束済み。ギリシャの二次

救済でも 540 億ユーロ余りを提供する予定だ。

残された融資可能額は 3,400 億ユーロ余り。

イタリア・スペインへの財政支援、両国の国

債購入、銀行の資本増強には、各々数千億ユ

ーロ規模の資金が必要になるとみられ、これ

ら全てを賄うためには２兆ユーロ程度の基金

規模が必要な計算となる（図表６）。 

10 月初旬のユーロ圏の財務相会合でも、基

金の規模の再強化が必要な点で各国が一致、

11 月の財務相会合での決着を目指している。

だが、政府保証額の一段の引き上げは、支援

提供国の潜在的な財政負担の増加を意味し、

中核国にも財政危機の余波が及びかねない

“もろ刃の剣”と言える。また、財政負担の

増加に抵抗する支援提供国の国民感情を考え

れば、その実現は政治的にも困難と言わざる

を得ない。そこで政府保証額を引き上げずに、

基金の実質的な資金供給能力を拡充する方法

がないか、様々な案が検討されている。 

例えば、①EFSF の資金を危機波及が懸念さ

れるイタリア・スペイン国債保有に伴う損失

の 20％を保証することに活用し、国債を直接

購入するよりも５倍の支援規模を確保する、

②EFSF の資金でＥＣＢに保証を提供し、ＥＣ

Ｂが保証額の５倍のイタリア・スペイン国債

を購入する、③EFSF を銀行組織に転換させ、

ＥＣＢの資金供給オペの対象とすることで、

融資能力を無制限に拡大する、④2013 年７月

に予定する恒久的な財政救済メカニズム（Ｅ

ＳＭ）の導入を１年程度前倒しし、資本準備

金×数倍の融資能力を確保する…などの案が

検討されているようだ。 

何れの案も法的・技術的な課題を抱えてお

り、実現を疑問視する声も多い。また、手続

き上も基金を再強化するには、事務方の意見

調整→経済・財務担当層レベルでの合意→首

脳合意→各国議会での承認という一連のプロ

セスが必要となり、実現までには相当な時間

図表６ 欧州金融安定基金（EFSF）の融資可能額と 

利用額  
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（4,400）

＜基金の潜在的な利用額＞

 
（出所）欧州金融安定基金資料などから第一生命経済研究所が

作成             
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図表７ 財政危機・金融危機・景気悪化の負の循環 が掛かる可能性がある。さらには、各国議会

での承認作業を巡る不透明感が高まることで、

市場心理を悪化させる恐れがある。 

財政危機

金融危機 景気悪化

 
調達コスト上昇・銀行

への資本注入
保有国債の価格下
落・銀行の資本悪化

緊縮財政・構
造改革税収減・失業

給付の増加４．忍び寄る銀行危機の足音 

2008 年のリーマン・ショック時のような世

界的な景気後退・金融危機の再来を防ぐため

には、これ以上の銀行問題への飛び火を食い

止める必要がある（図表７）。当時と比べて、

先進各国の財政・金融政策の出動余地は極め

て限られているうえ、海外資金の流出圧力や

財政悪化リスクを抱える新興国にも世界経済

を支える力は残っていない。 

株価下落・金利上昇・
貸出厳格化

株価下落、銀行収益の
悪化、不良債権の増加

 
（出所）第一生命経済研究所が作成  
  
図表８ 欧州主要国所在銀行の PIIGS 向け対外与信残高 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）PIIGS はギリシャ、アイルランド、ポルトガル、スペイン、 
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イタリア・スペインへの危機波及が懸念さ

れた夏場以降、銀行が短期の資金を融通し合

う銀行間の取引金利が急上昇しており、信用

リスクを抱える銀行は短期の金融市場から事

実上締め出されている。また、銀行株が世界

的に大幅に下落しているほか、銀行破綻時の

保証コストを取引する金融派生商品（クレジ

ット・デフォルト・スワップ）の価格下落は

リーマン・ショック時に匹敵する。 イタリア 

（出所）国際決済銀行 
銀行間取引が機能不全に陥るなか、10 月初

旬には、地方自治体向け融資に強みを持ち、

資産規模でベルギー最大の銀行デクシアの経

営不安が表面化した。同行が本拠を構えるフ

ランス・ベルギー両政府は、同行向け融資や

債権の全額保護を約束、事業分割や不良債権

の受け皿機関の設立などの救済に乗り出した。 

同行は過去２回の銀行の資産査定（ストレ

ステスト）で、保有国債の価格下落や景気悪

化などの負荷シナリオの下でも十分な資本水

準を確保しているとのお墨付きを得てきた。

だが、市場はギリシャのデフォルトや他の財

政不安国への危機波及といった資産査定が想

定していないシナリオを視野に入れている。

他の銀行にとっても、資産査定に合格したと

いう事実はもはや何の意味も持たない。同様

に資本基盤が脆弱で、財政不安国の国債保有

比率の高い銀行はどこか、市場は次の標的探

しを始めている（図表８）。 

これは流動性の問題であって、財務の健全

性に問題がある訳ではない―と主張してきた

欧州の政策当局もようやく重い腰を上げ、銀

行の資本増強での各国政府が協調しての取り

組みを検討し始めている。資本増強の具体策

は必ずしも明らかではないが、より厳格なス

トレステストに基づき、資本基盤が脆弱な銀

行による自力増資をまずは優先し、それが出

来なければ各国政府が自身の銀行救済スキー

ムに基づき支援し、政府が自国資金での救済

ができない場合には一定の条件の下で EFSF の

資金を活用する３段構えとなる公算が大きい。 

ただ、EFSF を活用した銀行への資本増強は、

資本不足の銀行に対して EFSF が直接資金を注

入する仕組みではない。問題を抱える銀行の

所在する政府に EFSF が資金を融資し、政府が

銀行に対して資金を注入する。したがって、

銀行の資本増強での EFSF 資金の活用は、政府

の財政の悪化要因となってしまう。銀行救済

による財政悪化に怯える欧州の各国政府が速

やかに資本増強に動き出せるかは定かでない。
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図表９ ギリシャ国債・政府証券の償還日程   デクシア救済や国内大手銀行を巡るフランス

政府の公的資金注入への消極姿勢に鑑みれば、

予防的・強制的な一括の資本注入が実現する

可能性は疑わしい。 
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５．考えられるシナリオ 

足許の金融市場は、銀行の資本増強や EFSF

の再強化などの政策期待に支えられ、どうに

か小康を保っているが、ギリシャの二次支援、

EFSF の再強化、銀行の資本増強は何れも難航

が予想され、不透明感の解消にはしばらく時

間が掛かりそうだ。12 月に入ると、一次支援・

第７弾融資の審査団が再びアテネ入りする。

だが、景気の下振れ継続、脱税取り締まりの

難航、公務員など既得権益者の抵抗激化が予

想されるなか、財政再建や構造改革に弾みが

つくのは望み薄。財政再建の計画逸脱を三度

露呈する可能性が高い。折しも 12 月末には大

型の国債償還を控え、市場心理は悲観に振れ

やすい（図表９）。融資打ち切り懸念による

ギリシャのデフォルトリスクの再燃が意識さ

れるだろう。年内はまさに綱渡りの展開が予

想され、財政不安は来年に持ち越されること

になる。 

   
（出所）ギリシャ財務省             

今のところＥＵとＩＭＦはギリシャ支援を

継続することで、無秩序なデフォルトの回避

を最優先している。これは今のタイミングで

ギリシャがデフォルトすれば、他の財政不安

国への危機波及や銀行問題に飛び火するリス

クが払拭されないためだ。そして、こうした

決断はギリシャにとっても理に適っている。

ギリシャがＥＵとＩＭＦの求める追加策の導

入を拒否し、唐突に支払い不能を宣言したと

しても、財政再建・構造改革を求められるこ

とには代わりがない。他の誰かからお金を借

りなくては、日々の財政資金を賄うことが出

来ないからだ。連日繰り返される抗議行動や

ストライキは、ギリシャの改革実行を困難に

しているが、ギリシャに他の選択肢はない。 

とは言え、度重なる財政再建計画の逸脱は、

ギリシャ自身の努力不足の面も多分にあるが、

そもそもの再建計画に無理があった可能性を

示唆している。ギリシャ政府は 2014 年までに

財政赤字のＧＤＰ比を３％以下に低下させる

ことを目指している。そのためには、利払い

費を除く政府の財政収支（プライマリーバラ

ンス）が来年には黒字転換、2014 年以降はＧ

ＤＰ比で６％超の黒字が定着する必要がある。

慢性的に財政赤字を垂れ流し続けてきたギリ

シャにとって、この計画はかなり野心的なも

のと言えそうだ。 

そのため、何れかの時点で債務水準そのも

のを引き下げ、元本や利払い負担を軽減する

債務再編が必要となる可能性が高い。既にユ

ーロ圏各国の財政支援は、返済期限の延期や

金利の引き下げが検討されており、二次支援

での民間投資家の関与も、額面から減価した

債券に交換するため、部分的な債務再編が始

まっていると言うことが可能だ。 

他国への危機波及を封じ込めるためには、

最低でも EFSF の再強化が決まり、イタリア・

スペインに対する十分な安全網（セーフティ

ーネット）を整備する必要があろう。両国は

発表した財政緊縮・構造改革策を実行に移し、

市場の信頼を回復しなくてはならない。一方、

銀行問題への飛び火を防ぐためには、財務基

盤が脆弱な銀行が自力増資や公的資金の注入

を通じて十分な資本増強を行う必要がある。

こうした準備が整った段階で初めて、ギリシ

ャの秩序立ったデフォルトや債務再編が現実

的な選択肢として検討されることになろう。 

 

たなか おさむ（主任エコノミスト） 
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