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８おわりに

１はじめに

ラテン・アメリカの累穣債務危機は、1982年のメキシコの支払危機に端を発し

た今回のＩｌｌｔ勝危機が初めてではない。それは長いラテン・アメリカの歴史におい

て幾度か顕在化した現象であった。

当然のことながら、過去ラテン・アメリカ諸国ではいろいろの目的で対外備務

が発生した。初めの頃はラテン・アメリカの独立戦争遂行|け源捻出のため、ある

いは独立後の国固め期に見られるような璽甑国防整伽のた必の対外借入もあった。
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また諸開発のための資金の流人が活発化していった。その中でも鉄道開発は大き

な割合を占めていた。港湾整備その他の公共駆業、鉱山開発等を含む産業開発、

都市開発等への投資、借入などといった資金流人も多かった。

徴税機構や財政組織が十分整備されていなかった時代は、公務員や軍人の給与

その他の行政迦営の目的のものもあったし、内戦や対外戦争といった不時の瓢態

に対する緊急出費のための借入もあった。リファイナンスのための融資はきわめ

て多かった。

そしてこれらの償務は、世界の景況特に欧米の経済金融状態の悪化と重なり合

うことによって、しばしばラテン・アメリカ側の償務支払危機となってあらわれ

た。

そこには単に金の貸し借りの問題を超えて、ラテン・アメリカの政治経済史、

対外関係史も密接複雑に絡まっている。したがって、今回のラテン・アメリカの

累祇債務問題を、この長い歴史の視野から見ることはこの問題の将来を鞘lずる上

からも参考になる。

俄務交渉史を通じて見られることは、俄樋者側は悩務者側の必要とする新しい

開発融資へのアクセス、ニューマニーを供与する鍵を握っていたことであり、他

方債務者側は、支払停止という債権者の恐れる伝家の宝刀を握っていたことであ

った。交渉にはこの二つの要素の綱引きが見られてきた。債務者にとってはニュ

ーマニーヘのアクセスを得ることの利点が利払い停止により得られるプラスを上

回ると判断された時、交渉は進展している。また償務国が政治、社会、経済的に

安定した時に憤務問題解決が訪れた傾向が多い。後にも触れるが、６０年にもわた

る長いメキシコの対英個務問題が、政治経済の安定を成し遂げ、そして外資によ

る開発政策に熱心だったポルフィリオ・ディアス政権（1876～１９１１）の時代に解

決したのもその例であろう。

２累積債務危機のサイクル

ラテン・アメリカ諸国が相次いで独立した１９世紀以来、欧米先進国からラテン

・アメリカへの資金の流れは、大きな信用・投資ブームのあとには、支払・金融

危機が到来するという、幾度かのサイクルを経験している。現在の累積価務問題

も、そのサイクルの一つと見ることもできる。

ラテン・アメリカにおいて1822年、最初の対外俄務契約がコロンビアによって
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締結された。２年後の1824年、アヤクチョの戦において、アントニオ・スクレ将

軍の率いる愛国者璽は、ペルーの副王ラ・セルナの指揮する王党派軍を打ち破っ

た。この大勝によって、１８１０年カラカスに始まった南米北部地方の、スペインか

らの独立戦争は事実上終結した。

これは、この地域の政治的独立を確固たらしめたのみでなく、欧米からラテン

・アメリカへの貿易、投資の大きな流れの引き金となった。アヤクチョ戦勝のニ

ュースは、ロンドンには1825年２月に到瀞したが、まさに絶好のタイミングであ

った。ロンドンの株式取引所では大きな投機熱が盛り上がっていた矢先であった。

今やメキシコ、ペルー、コロンビア、ブラジル等へとうとうたる資金の流れが起

こった。

これら資金の流れは、投資のほかは主にポンド（債券）による融資であり、そ

れらのポンドは主にロンドンの市場で取引きされていた。

1825年頃、すでにラテン・アメリカ諸国の大多数は相当の償務を抱えていた。

そして1820年代も終わりに近づくと、ラテン・アメリカ諸国は支払危機に陥った。

1826年４月、ペルーがまず債務支払を停止し、数ヶ月後グラン．コロンビアが償

務支払停止に追い込まれた。１５年にわたる独立戦争による経済困難と財政疲弊の

ためである。

1828年中頃になると、ブラジルを除きすべてのラテン・アメリカ諸国は債務弁

済を.停止していた。その後、１５～30年間弁済送金は再開されていない。その間、

欧州の投資家もまたラテン・アメリカには振り向かなかった。

比較的早く債務弁済の再交渉に入ったのが、一次産品の輸出が活発になったチ

リ、ペルー、コスタリカの国々で、1840年代とりわけグアノ輸出で潤ったペルー

は、1849年に利子の支払を再開し、また過去の延滞利息に対しては３％利付き新

ボンドを180万英ポンド分発行している。

1850年代に回復してきた欧州のラテン・アメリカ向け投融資の関心は、1860年

代および70年代初めにはブームに高まっていったが、1870年中頃の世界不況によ

り、ラテン・アメリカには再び支払危機が訪れ、このため、対ラテン・アメリカ

投融資熱は中断してしまった。

1880年代初め頃、ラテン・アメリカへの投融資の流れは回復に向かい始め、

1880年代の終わりには新しい信用ブームが起こった。特に英国からアルゼンチン

に大きな資金の流れがあったが、これは1890年代に起きた英ア間の金融パニック

により途切れた。

べ
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1920年代の対ラテン・アメリカ信用ブームの後には、世界的大不況とラテン・

アメリカ輸出産品価格下落による1930年代のラテン・アメリカの支払危機が起き

ている。1930年代のこのパニックの後、幾許も経ないで第二次世界大戦となった

が、大戦終結から1981年頃までの25年間、ラテン・アメリカは経済と社会におけ

る成長発展期だった。この後、1982年のメキシコの支払困難をきっかけにして今

日の累積債務問題が始まった。

このサイクルの期間につきガルプレイスは次のようにさえ記している。「銀行

業が17世紀より発達したように、（信用ブームの）陶酔と（支払危機による）パ

ニックのサイクルもまた他の環境に支えられて17世紀より発達してきた。

そのサイクルの長さは、人間が前回の（金融）災厄のことを忘却するに要する

時間とほぼ合致する。すなわち、ある世代の金融の天才が悪評のうちに死に去っ

てその後、今度こそは大金を儲けるコツを知った（ｈａｄｔｈｅＭｉｄａｓｔｏｕｃｈ）－

少なくとも蕊されやすい人々はそう信じた－新しい名技工者によって取って代

わられるまでの時間がかかる。」

３累積債務の与える政治社会的影響

累積償務は、経済不況と重なり合って起こる。それは大衆の生活を直撃し、彼

らの不満と社会不安を醜成し、そのためしばしば革命やクーデターのような過激

な政治的変革や軍部の台頭を引き起こす。

以下にそのような例として、1930年代のケースを取り上げてみよう。

1929年末以来、貿易と国際金融の崩壊で、ラテン・アメリカの経済も不況のど

ん底に落ち込んだ。一次産品輸出という伝統的パターンに頼っていたラテン・ア

メリカ諸国にとって、それら産品の輸出市場が閉ざされ、値下がりした。それは

今日の累積債務の原因の一つとして挙げられている交易条件悪化と、相通じるも

のがある。

この不況の影響で、ラテン・アメリカ諸国は随所に政治社会不安が発生した。

ホンジュラスでは1930年５月、錫鉱山の閉鎖とさらにそれが引き起こした経済不

況により、大衆の不満はクーデターに転化して、時のエルナンド・シレス政横が

倒れた。３ヵ月後ペルーでは、８月２５日若手大佐連の革命によりアウグスト・レ

ギア政権が倒れた。

同じく1930年９月６日には、アルゼンチンで急進党政権のイポリト・イリゴー
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ジェン政権がクーデターで倒れた。これは1853年の恵法制定以来初めての軍部に

よる武力革命であり、政治権力としての軍部の勃興のきっかけとなった。ブラジ

ルでは、さらに１ヵ月後、反乱が起きて、1930年10月にヴァルガスが大統領（臨

時大統領、正式には1934年大統領就任）となった。1931年７月２４日、チリではイ

バニェス政権が倒れた。

中米・カリプに目を転ずると、経済不況の影響は、やはり相次いで独裁政橘を

生み出す結果となっている。1930年初め頃、ドミニカ共和国でヴァスケス政権が

革命により倒れて、３１年間のトルヒーリョ独裁時代が始まったほか、1931年１月

にパナマでも革命政樋が生まれた。同じ年、グァテマラで選ばれて大統領になっ

たウビコ将軍の政梅は独裁と弾圧の手を強めた。また、エルサルバドルでは軍事

クーデターにより、マクシミリアノ・エルナンデスの独裁政権が生まれた。ニカ

ラグァではサンディーノ将軍の指揮する革命軍と政府軍の内戦があり、やがてソ

モーサ独裁政権が始まる。1933年８月、キューバではクーデターによりマチャー

ド政権が崩壊している。民主自由の伝統を誇るコスタリカでも反乱、騒擾があっ

た。

当時に比べると、今日では一国の政治、経済、金融、社会はますます密接に関

連し合っており、国民生活に直接的影響を与える。

コミュニケーションも発達し、教育は普及し、大衆の福祉への欲求は強い。そ

れだけに、累積償務の与える政治社会的インパクトは1930年代当時よりもはるか

に大きいものといえる。

累積償務、経済不況、インフレ等の引き起こす政治、社会不安は、1980年代せ

っかく軍事独裁政橘から民主制に移行した国々において、フィルムを巻き返すが

ごとく1930年代の独裁政治化への現象を再現させないとも限らない。

４ポンド（債券）融資

ラテン・アメリカの資金の流れにおいて、これをソース別にみると、1960年代

前半には公的資金によるものが６割を占め、民間資金によるものは４割というパ

ターンだったが、1970年代後半になると、その割合は逆転して、民間ソースの資

金が９割近くになり、しかも大半は民間銀行が占めるようになった。1970年代は

したがって、ラテン・アメリカへの資金の流れは「民間化」あるいは「銀行化」

したともいわれている。
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これは1970年代の石油危機の結果、金融市場に流れた過剰資金がリサイクルを

通じてラテン・アメリカ諸国に流れたためである。シンジケート・ローンにおい

ては、銀行のリスクはプールされ、多くの参加銀行がそれを分担していた。

ひるがえって、1930年代あるいはそれ以前のローンはどうだったか。当時のロ

ーンが主としてポンド（債券）の発行によって行われたことはすでに述べた。こ

れらポンドは欧米の取引所を通して多数の大小投資家の手に渡っていった。これ

ら投資家には個人も多かった。利率は固定しており、満期までの期間は長かった。

債務者側に弁済の困難が起こっても、ポンドは広範なグループの手に分かれてお

り、今のように銀行が貸出リスクに脅える事態はなかった。もちろんポンドは減

価した。そしてそれは広範な大衆の手にあるポンドの減価を意味した。

1920年から1931年までの期間、ラテン・アメリカ諸国によって約22億ドルのポ

ンドが発行されたが、当時の債務危機により1935年にはそれらポンドの価値は、

おおよそ額面価格の2596に減価していた。支払危機の最悪期から７年経った1939

年、支払の滞っている南米諸国のポンドは額面の１４％で取引され、中米のそれは

30yd、西インド諸島のポンドは４６％で取引された。

多くの悩務国がこれを利用してボンドの買い戻しを行った。これは利払い停止

によって節約できた金でもって、利払い停止により減価したポンドを買い戻した

わけだから、それは当時の「債券保有者協会」を怒らす原因となっていた。他方、

民間からの新規信用の途は閉ざされた。

たとえば、チリは1935年から1939年の間に額面8,800万ドルのポンドを１，３００

万ドルで買い戻している。いわば額面１ドルに対して１５セントを支払って買い戻

したことになる。

このような償務の買い戻しは、もちろんポンドに限られるわけではない。銀行

からの償務についても行われる。最近のニュースとして、前サルネイ政権末期の

ブラジルは、その対外債務を二次市場において、大幅な宵ll9l価格で30億ドル買い

戻したと、当時蔵相だったダ・ノブレガ氏がロンドンで語り、これに対し銀行側

は11ヵ月も利子を不払いにしておいて、その余った金で債務を買い戻したことに

怒っていると報じている。歴史は繰り返される。しかしその後の報道は、このバ

イバックが中止されたことを報じている。

近年のシンジケート・ローンにおいては、ポンド金融と違い、変動金利制であ

るがゆえに、憤務国は予想外の金利上昇に悩まされ、それが償務問題を深刻化す

る原因になった。
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最近では、たとえばプレイディ提案に基づく新憤務戦略に見られるように、民

間銀行の償券がボンドに変わるケースが多く、その意味では部分的に以前のポン

ド金融の形に復帰する傾向が見られる。

５国際政治や戦争とからみ合った債務解決史

「債務問題は今や政治問題化した」とか「価務問題には債務国の安全保障の要

素が絡んでいる」ともいわれだしたが、それは今に始まったことではない。過去

のラテン・アメリカ債務史において、ローンの供与や返済、累積償務問題解決に

は経済のみでなく政治あるいは国際政治の要素が強く絡んでいた。たとえば英国

が19世紀、ラテン・アメリカに積極的に投融資した背景には、アメリカ大陸から

スペインの勢力を排除し、英国のために市場を極得するという目的もあった。産

業革命により工業製品の生産が飛躍的に増大する英国にとっては、その製品の輸

出先としてラテン・アメリカ市場の開放と確保を必要とした。形は変わろうとも

貿易や投資は、今後とも累積債務問題解決のためには、考慮されるべき大きな要

素であることには変わりあるまい。たとえば貿易や投資の自由化、経済の開放化

のテコに使われることもあろう。

1930年代のラテン・アメリカ諸国の累積償務解決のための、関係国の取り組み

についても、国際政治の要素は強く働いていた。欧州では、第一次世界大戦の戦

後処理の問題として、ドイツの賠償問題、欧州諸国の対米戦時債務問題が残って

いた。ドイツの賠償は粁余曲折を経て、結局1932年のローザンヌ会議最終蕊定書

により免除され、これに連動するごとく英、仏その他の欧州諸国の対米戦時債務

は不払いのままになった。

ラテン・アメリカ諸国に対する債務国だった欧州自身が、このように自らの債

務を履行できないままに終わった時であり、とてもラテン・アメリカ諸国に対し

債務履行を強く迫りえる立場になかった。

また欧米における金本位制離脱が行われた。これらもラテン・アメリカ諸国の

憤務弁済意欲に大きな影響を与えた。いろいろな経済、金融的要因によって、多

くのラテン・アメリカ諸国がその全部または一部の憤務弁済を停止した。そして

間もなく世界は第二次世界大戦に突入していった。

ブラジル、アルゼンチン、メキシコが、1930年代初めに抱えていた対外償務が、

第二次大戦によってどのように影響を受けたかを見てみよう。この３国は、この
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順で当時もラテン・アメリカの３大債務国だった。

メキシコは、１９４２年の合意により、その対外ＩｌＩｉ勝約５億ドルが5.000万ドルに

削減され、また'946年の合意により、メキシコ｢i:1鉄の対外債務は同じく約５値ド

ルから５，０()0万ドルへと９０％減額されている。メキシコ政府の第二次大戦｢|ｺにお

ける連合国側の戦争遂行への協力と引き替えに、アメリカのルーズベルト政撤が

債権者に圧力をかけて実現したものである。

ブラジルも、第二次大戦中の連合国との戦争協力により、米国からこの俄務支

払に関して多大の譲歩を得、その籍果生じた余裕資金でもって自国ポンドの一部

を低価格で買い戻すことにより、1943年から1945年の間に、その対外俄務約２億

5,000万ドルを削減した。

これに対し、アルゼンチンは1933年現在８億6,4()()万ドルの債務を抱えていた

が、これを米国の協力なしに自力でもって,046年までに元利とも完済してﾎﾞ【る。
これは大戦中同国がその農産物輸出などによる好磯気によって潤ったため可能に

なったのだが、同時に同国の対米関係、対枢軸関係に表れた自主外交と無関係で

はなかった。

今日累穣債務問題解決に戦争を期待することは鍵論である。まして今は東西の

融和、平和との話し合いの時代である。だが国際政治の要素は別の形で、累枇(L1t

勝問題解決の前途に彩響力を持つことには変わりない。スタンフォード大学のリ

チャード．Ｒ・フェイプノン教授は、米[】1の'''１をとり、米I1ilにとって重要なlXI心Ｉｌｌ１

題として、麻薬、移民、俄務、貧困、左翼、民主、独裁、抑圧、腐敗の七つの問

題分野を挙げている。そしてそのような配慮から米国にとってメキシコの持つ亜

要性を挙げている。

ラテン・アメリカで、ブラジルに次ぐ8.700万の人口をもつメキシコ。米国と

2,000マイルの国境をもつメキシコの動向は、米国にとり大きな影響を与える。

メキシコの政治学者ホルヘ・カスタニェダが、「今後15年間でメキシコが1.500

万の職を創出できない場合の結果はillIl〕しれないものがある。職を見いだせない

若者には三つの辿択しか残っていない。すなわち、米国（への流入）、街路（の

排i回）、あるいは魏命」と述べているように、隣国メキシコは米国の安全保障上

の見地からも重要である。メキシコはブレイディ提案に基づく新(i1i務戦略の要求

するＩＭＦや世銀との合意による経済調整、榊造調整政策を実施し、体制建て直

しに自助努力を払って、その実績を挙げているが故に、プレイディ提案適用第１

号国となったが、その背景には以上のような同際政治的要素の働いていることも
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見逃せまい。

また、今日のエジプト、ポーランドに対する公的償務削減の働きにおいても、

同じく国際政治の要素を無視しては考えられまい。

６息の長い伍務解決史

過去の憤務史は、その解決に、交渉、再交渉、支払繰り延べ、借り換えなどを

含めきわめて長い年数を要したことを示している。

1820年代に始まったラテン・アメリカの諸仙勝国のモラトリアムは、すでに述

べたように15～30年も続いた後、やっと再交渉が始まった。一次産品の輸出活況

化で資金余裕のできたチリ、ペルー、コスタリカが1840年代に債権者Ｉ１ｌｌとの合意

に達したが、アルゼンチン、ヴェネズエラその他の多くの国は1850年代の末頃か

ら1860年代にかげてやっと再交渉に入っている。

再交渉の結果行われたラテン・アメリカ諸国への融資も、その多くが1820年代

からの債務の勝り換えであって、新規資金の流入ではない。まだヨーロッパの銀

行家たちは、ラテン・アメリカに対し大量の磁金を注ぎ込むリスクをあえておか

す気持ちにはなっていなかった。

特にメキシコの場合、その交渉は、米塾戦争やメキシコ内戦も絡んで複雑な過

程をとり、やがて1862年のフランス、英国、スペインの対メキシコ躯ｴＩＦ介入、お

よびその後のフランスによるメキシコ干渉戦争に発展している。

独立後のメキシコがロンドンで得た最初のローンともいうべき1824年と1825年

のポンドローンは、それぞれ320方英ポンド（Ｌ600万ドル）で、目もくらむよ

うな粁余曲折のを経て、６０余年ぶりに1888年に解決している。しかし、Vinod

Aggarwalによれば、数多くのデフォールト、支払拒否、債務転換、リスケジュ

ール等を経てきたにもかかわらず、このポンドの保有者は1888年で締めくくって

みると、元本は全部回収し、利子については1824年のポンドについては、年平均

２３％、1825年のポンドにおいてはＬ1％を受けた結果になったと計算している。

はたしてそのとおりかどうか、その計算根拠については筆者は知らない（注１）。

1860年代になって初めて新規融資が蝋えてきたが、これらには軍TIF的色彩の強

いものが多かった。たとえば太平洋戦争（1870～1883）の交戦国としてのチリや

ペルーに対するもの、パラグァイ戦争（1864～1870）の連合国I1I交戦国アルゼン

チン、ブラジルに対するもの、メキシコ干渉戦争においてマクシミリアン皇帝に
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対しなされたもの（ＭｅｘｉｃａｎｌｍｐｅｒｉａＩＬｏａｎｓ）などが挙げられる。ちなみに

このＭｅｘｉｃａｎｌｍｐｅｒｉａｌＬｏａｎｓは、メキシコ侵略戦争の軍事費に使われたと

の理由で、メキシコ政府は弁済を拒否（repudlate）した。

1930年代にラテン・アメリカ諸国が抱えていた累積債務については、1935年ま

でにはアルゼンチンなど数ヵ国を除いてすべての国が支払を停止したが、その後

第二次大戦による一次産品値上がりや、すでに述べた戦略的配慮から解決へのテ

ンポが早められた。それで61950年代にまだその債務の残っていた国は少なくな

い。ボリビアの場合は、1931年１月に支払停止を宣言して、２６年後の1957年６月

に米国との間で憤務解決のための合意が調印されている。

７今日の累積債務問題

（１）第二次大戦後の対外債務（ポンド融資の後退）

第二次大戦後は、途上国に対する融資においてポンドの役割は後退した。その

理由としては、次のようなことが挙げられている。すなわち、1929年の金融崩壊

により蓑ったポンド投資家の苦い経験からくる後遺症、債権国政府側の制限的政

策（たとえば自国資本市場で途上国のポンド発行を制限する措置）、あるいは償

権国の手続き上の煩璃などである。ポンド融資に代わって増えたのが、政府から

政府への直接融資や世銀、米川開発銀行による融資だった。

民間商業銀行による融資は初めの頃はまだ控え目だったが、ユーロドラー市場

の発達とともに1972年頃からそれが伸びはじめ、さらに第一次石油ショックによ

るオイルドラーの蓄積を契機として、1973～1974年頃から民間商業銀行の途卜圃

への貸出は激増した。

しかし1973～1979年の時期に途上国の輸出収入は増大したし、しかもまだまだ

融資金利が低かったので、debt-export‐ratioの見地からいって、いくらたくさ

ん借りても問題は比較的少なかった。それが1980年頃から途上国の輸出収入の低

下と国際金利の上昇によりdebt-export-ratioは増え、これまでの一見順調にみ

える関係は崩れた。今回の累積債務問題の根源は、結局ここに起因するともいえ

る。こうして累積価務問題の影響を強く受けて悩むのは、かつてのポンド所有者

でなく、民間商業銀行となった。

（２）国有財窪と価務の交換（国営企業民営化）
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今日ラテン・アメリカ諸国において償務の株式化が外資導入の主役になりつつ

ある。経済柵造調整策の一つとして国営企業の民営化が諸国で進められ、その民

営化に外資が参加するケースが増えている。その過程において対外悩務は、ディ

スカウント売買を経て株式に転換されることにより、国営企業の全部あるいは－

部が外資の手に渡っている。

過去にも対外償務削減のため、国有鉄道、土地、鉱山等国有財産を対外償務と

交換する方法は少なからず行われてきた。

たとえばペルーにおいては、1898年、その対外債務の支払義務を、英国人価権

者団が設立したPeruvianCorporationに肩代わりしてもらい、その代わりに、

ペルー国鉄の管理権を66年間同Corporationに移管した例がある（注２）。

また米人マイナー・ケイスは、1884年コスタリカ政府と契約して、コスタリカ

の対外債務の弁済を引き受ける代わりに、９９年間鉄道や土地32.3万ヘクタールの

管理権等を極得し、これが後バナナ帝国といわれた強大なユナイティッド・フル

ーツ・カンパニー成立の中核となった（注３）。

またアルゼンティン政府は、1890年にその対外債務削減のため、国内反対論も

排して、国鉄を英国民間企業に売却している。ずいぶん国内反対の声は強かった

が、1991年の今日では、アルゼンチンの国鉄線は大幅に、かつスムースに、国内

民間会社や外国会社に同じ目的で移管されつつある。時代の流れが市場経済、開

放経済に変わったが故に、このようなことも可能となったのであろう。

８おわりに

今日の累積債務問題も、それが短期に解決するという見通しはない。むしろ過

去の債務史と同じように解決は長引くと考えるべきであろう。

現にプレイディ提案に基づく新債務戦略適用の第１号国となったメキシコの対

外債務についても、元本削減債（債務元本削減措置に基づきメキシコ政府の発行

する債務元本の65％を額面とするポンド）、あるいは利払い軽減債（金利軽減措

置に基づいてメキシコ政府の発行するポンド）は期間30年である。

日本政府は、これらを保証するため、額面約350億円で償還期間30年の超長期

割引国債をメキシコ政府に発行すると報じられている。これだけでメキシコ償務

はあと３０年間続くことになるし、少なくともこの30年間その憤券の所有者はその

債券に伴ういろいろの問題に付き合うこととなる。
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あるいは、ブラジルの累積償務軽減策の一環として、対ブラジル新規融資の途

を選んだ償権者は、倣趨期間20年の債券を持つことになったし、一方エグジット

・ポンド（卒業|''i）を逃択したものは以後新規融礎の付き合いからはexil（脱出

あるいは卒業）するわけだが、エグジット゛ポンドの侭遮期間は25年だから（し１

本経済新聞1988年６月18日）、今後25年間はそのポンドと付き合う雪とになる。

今日の累積償務につき、米国ウィスコンシン大学のバーバラ・スタンレー教授

は、「ブレイディ方式でも累籏債務は増え続けて解決しない」と述べている（注

４）。あえて同教授の言を引用するまでもなく、その解決までにきわめて長い年

月を要することは、上記ラテン・アメリカ脳務史の示すところである。

要はラテン・アメリカが累積債務を抱えらがらも、金融崩壊に爆発しないよう、
dolU

また政治社会不安や混乱に爆発しないよう、人'111のl翅|['１Ｉにたとえれば、持病を抱

えつつも、それが爆発的な発病にいたらないようコントロールしながら、本人の

自然の活力と治癒力により克服していくと同じように、ラテン．アメリカ講回が

自助努力により、獅造改善を計り、蓬済を活性化していく。そして戯権国側はそ

の自助努力をできるかぎり援助していくということが、オルソドックスな累眺悩

務問題の解決法であろう。そしてこのような経済の活性化は、累積債務を完済し

なくてもやってこないというものではない。梁ii〕!(俄務はもともとラテン．アメリ

カ諸国独立の1820年代から常につきまとっていた現象である。

パリー・アイヘングリーンはその箸において、次のように述べている（注５）｡

「現在、低開発同の梁Ｗｉ償務対し論議されている諸解決案を、1930年代の累蔽

債務時代の譜議論と比較してみると、いかに新味がないかが分かる。1930年代の

提案も、俄務のスワップ、信用供与国の銀行やポンド保有者に対する追加融資の

勧奨、債務の繰り延べ、債務に対するローカル．カレンシーによる返済、民間市

場が関与したがらない備務国に対して融資する国俶【基金の設立など、これら提案

のどれもこれも、妓近の議論に見合う内容を持っている。」

たしかに彼の言うように、今日提起されているいろいろの解決策には、iiillt紀

あるいは'930年代に試みられ、あるいは識論されたものが多い。

だからといって、まったく新味なしというのもいいすぎで、ブレイディ提案な

ども過去の経験と叡知の上に立って、新しい打開策を織り込んだ意欲的解決措世

としてそれなりに成果を挙げつつあるものといえよう。それは債務国政府、銀行、

ＩＭＦ・世銀・米川開発銀行等の国際機関、Ｉｊ１ｔ撤国政府等が協力して解決を計る

点、また侭務国の柵造改箪や、節度ある財政金融政策を含めた経済調整政策の実
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施という自助努力を前提とし、国際機閥と合意した経済改革の成否を条件として

いる。いわば国際機関のプログラムに従い、他全な政策を遂行した国にのみ債務

削減を施すことにより、’11t務国の経済改革、体ｌｉｌｉ強化を促すこととした点は、そ

れなりに新味を持った解決策といえよう。

資本の逃避と遮流の関係もポーダレス時代ならではの新しい要素となろう。（i1t

務国の経済調躯、柵造改革、体質強化が進めば、海外に逃避していた賛金の遡流

も起こる。巨額の逃避資金の還流が津波のようにおこれば、累i;f侭務のかなりの

部分が解決する可能性が秘められている。溌金の逃避現象、そして還流の可能性、

このようなポーダレス時代の現象は、過去に比べてはるかに顕著となってきた。

その意味で「新味がない」とするアイヘングリーンの意見には賛成しかねる。

しかし彼は、今の解決策に新味が無いとしながらも、他方「両大戦lM1の経験か

ら得られ教訓として、銀行家たちは、彼らの交渉に対する自主性を制限したり、

彼らを特定のコースに縛り付ける計画にはflli極的に反対するだろう」とも述べて

いる。鳴潔宣英氏【東京銀行常任参与）が「本来市場の収益性によって行動する

私的資本を社会の収益性にかなう方向に誘灘するには、保険、税制、利子補給そ

の他のインセンテイプも必要となろう。リスクは極力回避しつつ民間資本を国際

的な経済の福祉に寄与させることは、今やわが国にとって重要な課題となってい

ると述べている。同感である。

,0注）

ＶｉｎｏｄＡｇｇａｒＩｖａｌ．“ＩｎｔｅｒｐｒｅＩｉｎｇｔｌｌｅＨｉｓｔｏｒｙｏ「Ｍｅｘｉｃｏ,ｓＥｘＩｅｒｎａ１

ＤｅｂｌＣｒｉｓｅｓ詞〈Ｂ・ＥｉｃｌｌｅＩｌｇｒｅｅｎ＆Ｐ．Ｈ・ＬｉｌｌｄｅｒＬ

ＩＩＩｔｅｒｎａｌｉｏＩｌａｌＤｅｂｌＣｒｉｓｉｓｉｎＩＩｉｓｌｏｒｉｃａｌＰｅｒｓｐｅＣｌｉｖｅ，ＭＩＴ

Press、Ｃａｍｂｒｉ【IgG、1089.）

前佃正補、『ペルー対外債務史』ラテン・アメｌノカ時報1991年１月号、ｐ３５

同上ｐ３６

Ｂａｒｌ】ａｒａＳｌａｌｌｉｎｇｓ．￣Ｕｎｉｌｃ(ＩＳＩａｌｅｓ・ＪａｐａｎａｎｄＬａｌｉｎ

ＡｍｅｒｉｃＭＦｏｒＧｉｇｎＤｅｂｒ上智大学イベロアメリカ研究所、1980年後期。

ＢａｒｒｙＥｉｃｌｌｅｎｇｒｅｅｎ・學ＲｅｓｏＩｖｉⅡｇＤｅｂＩＣｒｉｓｅｓ：ＡＩｌｌＩｉｓｌｏｒｉｃａｌ

Ｐｅｒｓｐｅｃｌｉｖｅ”（Ｓ、Edwards＆Ｆ・Ｌａｒｒａｉｎ，0..．￣ＤｅｂＬ

ＡｄｉｕｓｔｍｅⅡＩａＩｌｄＲｅｃｏｖｅｒｙ”ＢＨｓｉｌＢ１ａｃｋｗｅｌｌ・Ｏｘ「ｏｒｄ、１９８９）
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Ｊ】
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