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ブラジルの累積債務問題
一ブラジル・モデル経済開発およびポプリズモとの関連一

東銀リサーチインターナショナル小林利郎

◆問題の所在

1992年７月ブラジル政府と民間債権銀行団諮問委員会との間で民間債務支払い

のリスケジニールに関する基本合意が成立した。これにより、1,000億ドルを超

え発展途上国最大の額にのぼるブラジルの累積債務問題もようやく解決のめどが

ついたようにみえる。

すでにメキシコ、ベネズエラ、アルゼンチンなどはほぼ同様の条件の協定を締

結し、ＩＭＦやパリ・クラブの支援を取り付け、実行に移されている。これらの

国の協定成立後の状況では、国際経済関係が順調に回復、正常化し新規投融資も

活発に行われていると伝えられる。ブラジルのみがコロール大統領の弾劾と退陣、

政権を引き継いだイタマール・ブランコ大統領の本格的行政の遅れなどの混乱が

あったため、現在まで（1993年６月）リスケジュール協定は調印されていない。

そのため復活がけん伝されるラテンアメリカ主要国の中にあって、ブラジルのみ

が取り残された状況となっている。新債務協定の早期決着が望まれるゆえんであ

る。

ところでラテンアメリカの累積債務の問題は経済政策の底流にある思想や開発

モデルの限界やその転換、今後の発展等と深くかかわり合っている。ブラジルの

場合、メキシコやアルゼンチンの場合よりさらに明白にこれらの問題点を示して

いると思われる。第１にブラジルの対外債務累積の根本的原因は、いわゆるブラ

ジル・モデルと呼ばれた開発政策に求められるということである。このモデル下

では政府の経済に対する介入の度合いが強まる一方、輸出競争力はなかなか強ま

らず、国内資本形成の条件も整備されない。結局、増大するのは中央政府の介入
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と外国からの借り入れである。第２に主要な債務者が政府または政府企業であっ

たことと、1983年のリスケジュール協定により“外貨不足による支払い困難'’か

ら“国内財政資金不足による支払い困難',の問題にすりかわり、対外債務問題が

国内政治問題となった。特に、ブラジルは累積債務問題をきわめて政治的に扱っ

た。国内的にはポプリズモ政治のかっこうのテーマとし、国際的には南北問題と

してアピールした。その高揚の頂点がサルネイ大統領によるモラトリアム宣言で

ある。

たしかにブラジルの累積債務問題は解決が近いが、このように見てくると、新

協定が成立すればただちにブラジルの国際金融市場への復帰が果たされ、外国か

らの投融資活動が再び活発化する、と考えるのは時期尚早である。。ロール大統

領が手を着けたブラジル・モデルの転換の成功やポプリズモに翻弄された国際金

融界の後遺症の消滅までまだかなりの時間を必要とするであろう。

Ｌ債務累積の経緯

１．高度成長期の対外債務

1968年から1973年に至る６年間ブラジル経済は著しい高度成長を経験した。外

国投資は1968年に２億ドルの流人であったのが1973年には９億4.000万ドルに増

加した。輸出は19億ドルから６２億ドルへ３倍以上になった。国内総生産の伸びは

単純平均で年率11.5％と高水準を維持し、1973年には１４０％にも達した。ブラジ

ルはＮＩＣＳの最右翼として注目され、国際経済界における信用は高く、折から

のユーロ・ダラー市場が発達し始めたことと相まって、外国からの融資を受ける

のに困難はなくなった。

当時、ブラジルの対外債務は完全にコントロールされていた。1968年にブラジ

ルの対外債務は38億ドルで輸出総額の約２倍であった。1968年から1973年の間に

債務額は約３倍の126億ドルに増加したが輸出もほぼ同率伸長したため、依然と

して輸出総額の２倍の水準を保っていた。のみならず、外貨準備は２億5,000万

ドルから６４億ドルに急増していたため、対外債務総額から外貨準備高を差し引い

た純債務額はほぼ輸出総額に等しく、さらに債務の内容も期間10年程度の長期債

務が大部分（約80％）を占め、金利のスプレヅドも０．５％内外であり、債務の状

況はきわめて健全であった。
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【表１】ブラジル経済1968～1973諸指標（金額は単位百万ドル）

出所：BamcoCentraldoBrasiLReIatorio，FGV，ConjunturaEconomica

２．石油価格と国際金利の高騰

第１次石油危機が到来し、原油価格がそれまでの１バレル４ドルから３倍の１２

ドルに急騰すると、ブラジル経済は非常に脆弱な体質を露呈した。当時、国内消

費80万バレルに対し自給生産量は16万バレルにすぎず、原油輸入価格の上昇はた

だちに国際収支に大きな負担となった。原油輸入額は1973年には７億1,000万ド

ルであったのに対し、１９７４年には一挙に２８億ドルに増加し、輸出79億ドル輸入

126億ドルと貿易収支の大幅赤字の主要因となった。この46億ドルの赤字は外国

からの借入で賄われたため、債務残高は1973年の126億ドルから1974年には172億

ドルへとジャンプした。

この第１次石油ショックで日本をはじめ多くの先進工業国は石油消費の節約と

国内経済の引き締めを実行したが、ブラジルは大規模な投資を必要とする大型イ

ンフラ建設事業や輸入代替工業化を推進する第２次国家開発計画（1974-1979）

をそのまま遂行した。そのための資金は産油国に集中したペトロダラーの流人で

流動性過剰の国際金融市場から容易に調達可能であった。

かくて1974年から1978年に至る５年間は、その前の６年間が“成長と調和のと

れた対外債務”の期間であったのに対し、“成長と債務増ｶﾛ”の期間となった。

国内総生産は年平均７．７％の成長を遂げ、輸出は平均15.6％の増加を見た。国内

総生産は38％増加して1980年価格で2.058億ドルに達し、輸出も倍以上拡大し１２６

億ドルとなった。しかし対外債務はこれらの経済活動以上のスピードで増加した。

中長期債務の総額は1973年の126億ドルから1978年には３倍半の435億ドルに膨張、

同時に金利支払額も５億1.000万ドルから、これはさらに急増して27億ドル、実

に5.3倍となって債務が問題化する兆しを示している。
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出所：BancoCentraldoBrasiLRelatorio，FGV・ConjunturaEconomica

３．外貨危機と借人の増加

かかる兆候にもかかわらずブラジルは大胆な開発政策を続行した。しかし第２

次石油危機はさすがに積極的政策の続行を不可能にした。今度は原油価格の高騰

と同時に国際金利の未曽有の上昇が起こったのである｡原油価格は1979年約50％

上昇した。その結果、石油輸入額は1979年の42億ドルが翌年には64億ドルへ、そ

して1981年には１０６億ドルへと輸出収入の半分近い負担となった。国際金利の急

騰はそれに劣らず悲劇的な状況を醸し出した。アメリカ合衆国のインフレ傾向と

これを抑制しようとする連邦準備銀行の高金利政策により、ブラジルの対外債務
のほとんどに約定されていた変動金利である米国民間銀行のプライム・レートお

よびユーロ・ダラー金利はピーク時の1981年にはそれぞれ18.87％、１６．７１９％と

スプレッドを考慮すればほとんど年率20％につくという高利になった。増加した

債務残高に対する支払い金利額は100億ドルの水準に達し、金利だけで全輸出収
入の半分を費やす額となった。

ブラジルは輸出促進を図り、石油輸入削減のためにプロアルコール（アルコー

ル生産と活用のプログラム）を推進し、国内油田の開発に注力した。こうして経

済成長は維持しようとしたが、1981年ようやく事態の深刻さに対応して引き締め

政策に転じた。しかしその頃には国際収支、外貨資金繰りは極度に悪化し、金利
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【表２】ブラジル経済1978-1982諸指標（金額は単位百万ドル）
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や輸入代金の支払いに要する外貨を獲得するために懸命に借り入れを行った。借

り入れはプロジェクト・ファイナンスの形をとっていたが、実際のところ資金は

そのまま対外支払いに向けられていた。債務の雪だるま現象が始まったのである。

民間銀行は、融資の資金使途が不健全であり、債務返済能力につながらないとこ

ろから、次第にブラジルへの貸付を蹟路するようになっていった。ブラジルは期

日到来元本の返済と利子の支払いのための資金を求めて世界中の主要銀行の門を

叩いた。破格に有利な条件も提示した。この頃ブラジルが約定した融資契約のス

プレヅドは2.5％～3.0％にも達した。高度成長期の0.25％とか0.5％という水準

とは比較すべ<もない。

1982年、アルゼンチンはマルピナス戦争を契機に債務履行困難に陥り、メキシ

コのアルファ・グループは支払い不能を宣言した。国際金融界は懸念してはいた

がまだその経済力にいちるの期待を持っていたラテンアメリカの大国の破綻に驚

樗した。ブラジルへの融資は完全に止まった。かくてブラジルは１９８３年年初、

850億ドルを超える累積債務を持って、対外支払いを全面的に停止し、ブラジル

の累積債務問題がクローズ・アップされた。

その後、債務総額は1984年末1.000億ドルを超え（1.020億3,900万ドル）、１９８

５年105億ドル、1986年111億ドルと増加するが、民間銀行からの自発的貸付増は

なく、増加分は公的機関の救済融資、1983年繰り延べ協定に基づくNewMoney供

給、支払い利息の元加によるものである。

Ⅱ、ブラジル・モデルの開発政策と外国債務

ブラジル・モデルと呼ばれる開発政策が存在するのか、するとすればその内容

はいかなるものかには議論のあるところではある。第１に歴代のブラジル政府自

身一定のモデルを想定して経済政策を策定していたわけではない。その時々の政

治・経済の要請に従って採用してきた政策の総合である。成長のためには安定を

無視して積極的に投資を続けるという大胆な政策が特異であった上、６０年代後半

から70年代前半の高度成長達成をもたらしたこと、あって、発展途上国の経済開

発の成功のモデルとしてけん伝されるようになったものである。

あえてその特色を列挙するなら、①輸入代替の工業化、②政府が財政投融資を

.積極的利用した政府の介入の度合いの澱い経済開発、③インフレと外貨借り入れ

に依存、④インフレとの広範なインデクセーション制度（価値修正制度）による
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共存、ということになるであろう。これらの政策のすべては1980年代にはいると

完全に行き詰まった。すなわち、輸入代替の工業化はたしかに国内工業を発展さ

せたが過度の保護が国際的には競争力のない、国内消費者にとっても不利益な工

業製品を生産し続けるに至った。政府の経済への介入は財政を破綻させ、無秩序

に設立、拡大された政府企業は非能率で莫大な赤字経営となった。財政の破綻は

インフレと内外の借り入れによって補填されていたが、インフレはこう進を続け

てハイパー状況となり価値修正制度があっても耐えられないほどの水準に達し、

また価値修正制度自体がインフレの－原因（慣性インフレ）とみなされて見直し

を迫られる一方、国内債務はインフレ率プラスの高金利下その負担に耐えられず、

外貨借り入れは累積して返済困難となった。

このモデルの後始末と政策の大転換は、累積債務問題の解決も含め、結局1990

年のコロール大統領のイニシアチブを待たなければならなかったが、ここではブ

ラジル・モデルが債務の累積とどのような関係があったのかに触れよう。

第１に輸入代替の工業化との関連である。コーヒーを主要輸出品としていたブ

ラジルは1930年の大恐慌時の価格暴落で一次産品輸出・工業製品輸入国の悲哀を

痛感した。また第二次大戦中および戦後は国内で必要とする工業製品が、工業国

の輸出余力不足のため十分輸入できなかった経験を持っている。またＧ・ヴァル

ガス大統領に代表されるポプリズム政治では、輸出は国内の資源や労働力を安価

に外国に引き渡す憎むべき“エントレギズモ'，（利益を引き渡す裏切り行為の意）

であり、輸出のための工業化など考えられなかった。さらに国連ラテンアメリカ

経済委員会のイデオロギーに見るように、ブラジルでは伝統的に、一次産品輸出

国にとって交易条件は悪化を続けており、これによる先進国による搾取から開放

されるには比較優位か否かに関係なく、強引に工業化を進めて工業製品の輸入を

抑えるべしとする考え方が支配的であった。

この輸入代替の工業化を具体的に支えたのは、ひとつは徹底的に国産品目を保

護する“類似品”輸入禁止の制度である。いかに品質・価格に劣っていても国内

で類似のものが生産可能であれば輸入は許可されない。この制度は1990年コロー

ル大統領によって廃止されるまで国内産業を手厚く保護し続けた。ふたつは政府

による直接投資（国有企業など）と国内企業家への補助金、低利融資、税制恩典

などによる国内産業育成である。現在有力な国内産業のほとんどは高度成長期に

開発銀行による政策融資（インフレ率よりもけた外れの低利で当該資金を金融市

場で運用するだけで巨大な利益を得られるほどの優遇。）の恩恵を受けている。
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そしてこれらの保護が、国内産業の政治圧力もあって、期限もなく適用され、時

限立法の場合も無限に延長されるなどして、国内産業に合理化や近代化の刺激を

与えなかった。

さてこのような徹底した輸入代替・国内産業保護の工業化政策が外国債務の累

積にどのようにかかわるかは次の２点で説明される。第１は政府の財政投融資の

有力な部分は外国からの借り入れで賄われたということである。ブラジルの債務

は連邦政府、地方政府、国有企業など公的機関の占める割合が他のラテンアメリ

カ諸国の場合に比して非常に大きいことにはこのような背景がある。例えば上記

低利融資は主として開発銀行（当時ＢＮＤＥ、現在のＢＮＤＥＳ）を窓口とした

が、同行は電力公社、鉄鋼公社などと並んで外国からの借り入れの最大手の債務

者である（表３）。第２は工業

化が輸入を代替することで事足

りたとして輸出競争力のかん養

を怠り、輸出市場の開拓も不十

分であったため、外債の元本の

返済や利子の支払いに必要な外

貨を獲得する能力が付かなかっ

た。したがって石油危機とその

後の国際金利の上昇によって国

際収支が破綻し、外債の元利返

済に行き詰まったのである。ペ

ルーのアラン・ガルシア大統領

は1985年外債の元利支払いは輸

出額の10％を限度とすると一方

的に宣言し、ブラジルでも同様

の議論が行われたが、では輸出

にドライブをかけようというも

のは誰もいなかった。逆にサル

ネイ大統領はモラトリアム宣言

のなかで「貿易黒字を目標にし

て、国内不況という犠牲を払っ

てまで、外国貿易を拡大はしな

【表３－１】政府部門の対外債務（1985年）

（単位：百万ドル）

対外債務総額１０５．１２５

政府部門債務（上記の75.68％）７９，５６３

【表３－２】１０大債務者

（単位：百万ドル）

出所：SEPLAN-SESTPERFILDASESTATAIS

1９８６.ＢＲＡＳＩＬｌＡ１９８６.

－７９－

債務者1985年末債務残高

ブラジル電力公社５

フルナス発亀所３

開発銀行３

イタイプ発電所３

サンパウロ電力公社２

石油公社２

鉄鋼公社２

原子力公社２

北部電力公社２

ツバロン製鉄所２

６２９

７０７

３７０

３１４

８６８

６３３

５３５

３６７

２６６

０８９

合計２７ 1０９



い。」（1987年２月２０日モラトリアム宣言第３節）と債務支払いのために輸出促

進をすることを否定している。

同様に多額の債務に苦しみながらも、輸出指向の工業化を進め、高度成長を達成

すると同時に外貨危機を輸出の振興で切り抜けた韓国と対照的である。

ブラジル・モデルの開発政策が対外債務を増加させたもうひとつの理由はイン

フレによる国内資本形成の不足である。価値修正制度は消費財価格、賃金、家賃、

短期金利などを自動的にインフレに連動させ、一見インフレの影響は中和された

かのような錯覚を起こさせるが、貨幣価値の安定した経済との根本的差異である

長期予測を不可能にするという問題は解決しない。したがって資本は将来にわた

っての安全性と収益性の予測が立たないブラジルからハード・カレンシー地域に

資本逃避するか、条件の変化に迅速に反応できる超短期の運用にしか出動しない。

ブラジル国内での長期産業資金は常に不足する。これを補ってきたのが政府の投

融資であり、それを可能にしたのが外国からの借り入れである。

次の数字はブラジル高度成長を可能にした資本形成のなかで外国資本の果たし

た役割の大きさ、また同時に停滞期の投資減退に外国資本の減少が大きく響いて

いることを示唆している。

【表４】ブラジルの資本形成（ＧＮＰに占める比率）

(単位：％）

出所：FGV・ConjunturaEconomica，Fev、１９９３

－８０－

70年代総投資外国貯蓄国内貯蓄

1９７０２０５４１．３２１９．２２

１９７１２１．２６２．６６１８．６０

１９７２２１．２１２．５３１８．６７

１９７３２２．０５２．０１２０．０４

１９７４２４．３１６．４５１７．８６

１９７５２５．７０５．１６２０．５４

１９７６２３．０４３．９１１９．１３

１９７７２２．０５２．２８１９．７７

１９７８２３．０３３．４７１９．５６

１９７９２３．１４４．８１１８．３３

平均２２．６３３．４７１９．１７

80年代総投資外国貯蓄国内貯蓄

1９８０２３．２２５．４２１７．８０

１９８１２３．２０４．４７１８．７４

１９８２２１．４６５．８９１５．５７

１９８３１７．１６３．４６１３．６９

１９８４１６．４６-０．０２１６．４９

１９８５１９．１４０．１１１９．０４

１９８６１９．０６１．９６１７．１０

１９８７２２．２３０．４９２１．７４

１９８８２２．７２-１．２７２４．００

１９８９２４．７６－０．２３２４．９９

平均２０．９４２．０３１８．９２



Ⅲ、ポプリズモと対外債務

ブラジルの累積債務問題は、これがきわめて政治的に扱われたということに特

色がある。特に、軍事政権末期の1983/84年から民政移管直後の1985/86年は、２０

年余続いた軍事政樋の強権政治への反動とようやく行き詰まった経済発展ならび

にそれに伴って採用された引き締め政策への反感を利用しようとする政党や政治

家の活動のため、社会主義的プロパガンダと非常なポプリズモの高揚期間にあり、

1983年から顕在化した対外債務問題はポプリスト政治家のかっこうの攻撃対象と

なった。債務はブラジルの貿任ではなく貸手の賀任であり、ＩＭＦは先進国に都

合のよい政策を押し付けて成長を阻害し大衆を搾取すると指導的立場にある政治

家や有力エコノミストが主張し、実業界も大衆もそれに同調した。

この時代的背景の他に債務問題がポプリズモの国内政治に利用された重大な理

由がある。それは当初外貨支払い能力の問題であった債務問題が1983年から明白

に財政問題に変貌したことである。すなわち1983年３月のブラジルと債権銀行団

との債権繰延協定では、ブラジル政府に対外支払いを履行する外貨が不足してい

ることを考慮し、元本の対外支払いの期限を長期に延長し、当分の間金利のみの

支払いでよいこととした。ただし、債務者は元の約定どおり期日にはクルゼイロ

でブラジル中銀に支払い、中銀はこの資金を預かる代わりに外国債権銀行に対し

債務者となる。これにより、前述のとおり、すでに４分の３を超える額が政府お

よび政府企業の債務であるほか、民間企業を債務者とする外債も全部中銀すなわ

ちブラジル政府の債務ということになったのである。言い換えれば、以後対外債

務の履行は100％政府の賞任となり、元利金支払いの資金は財政から支出される

こととなった（中銀に預託された返済資金は期日に外貨に交換されて元本の対外

返済に充当されればよく財政には負担はかけないが、金利は財政から支出する必

要がある）。折から経済活動が停滞し、財政も苦しい状況にあり、一方ポプリズ

モ風潮下大衆に人気のある予算を組む必要から、対外債務の支払いが政治的に後

回しにされることになった。

1985年３月政権についたサルネイ大統領は「債務問題は経済・金融問題ではな

く、政治問題である」とし、「国民の飢えで債務を支払うようなことはしない」

と言明した。また1986年の各州知事選挙を中心とした地方選挙では、与野党を問

わず、立候補者はほとんど対外債務は大衆の生活を犠牲にしては履行しないと公

－８１－



約した。Ｆ、Ｈ・カルドーゾは選挙運動中に「貧しい子供たちに学校がない。予

算がないというが金はある。対外債務の金利支払いを停止すればよい。」と主張

し、Ｌ・プリゾラは「ブラジルは名誉ある国である。対外債務は履行する。ただ

しこの国に一人でも貧しい人がいるかぎり支払わない。」とテレビで演説した。

法律家は債務不履行を正当化する理論付けに貸付契約の違法性を探求し、エコノ

ミストはＧＮＰの３％を支払い限度額とする、あるいは債権二次市場のブラジル

債権売買相場から見て債務は実質の３分の１である、高金利を支払ってきたので

元本はすでに返済済みである、ブラジルには経済的に返済能力はなく、それを承

知か見過ごして貸付を行ったのは債権銀行の落ち度でありブラジルに責任はない、

などの議論を展開した。

ブラジルのポプリズモ政治と対外債務の関係の究極は1987年２月20日サルネイ

大統領が発したモラトリアム宣言である。サルネイ大統領はその前年1986年２月

典型的なポプリズモ政策であるクルザード計画を実施し、ごく短期的には大衆の

未曾有の人気を獲得した。しかし財政赤字の削減を実行できず、インフレはこう

進し、「すべて社会政策のために」とのスローガンにもかかわらず貧富の差は拡

大するなど１年も経ずに破綻して、急激に国民の信頼を失いつつあった。そこで

国内政治的には誰をも敵に回さず、大統領の威信を示し人気を回復する手段とし

てモラトリアムを選択した。

「国民猪君、私は全閣僚、最高裁長官、上下両院議長、三軍参謀総長から構成

される国家安全保障会議を招集し、その意見を徴したうえ、近代ブラジルの歴史

に残る重大な決断をしたことを大きな感動をもって声明する。わが国は外債の金

利支払いを停止した。」（1987年２月20日付モラトリアム宣言第１節）かくてブ

ラジル・モデルの経済発展を支援し高度成長の達成に参加した外国民間銀行は完

全にブラジルの敵と見なされることとなった。

◆THEDAYAFTER

1992年７月の基本合意は、ブレディ提案の線にそって元本35％削減の上、期間

30年に及ぶ証券に切り換える方法を中心に数種類のオプションを組み合わせた内

容のリスケジュール協定である。この協定の締結後は国際金融界との関係はどの

ように展開して行くであろうか。またいかなる課題が残されているのであろうか。

第１に、削減されたとはいえ債務は存続する。その形態は特定の銀行との貸付

－８２－



契約としてではなく、転々流通する証券としてである。今後は世界中の個人を含

む不特定多数の投資家がブラジルの債権者と考えなくてはならない。再交渉は不

可能であり、金利の支払いをはじめ債務の履行は絶対である。不履行があれば世

界中のブラジル資産は強制執行される。

第２に、外国民間金融機関からの長期大型融資は当分期待できないであろう。

長期資金はブラジル国内で調達しなくてはならない。インフレの抑制と長期資金

の調達・運用を促進する金融機構が必要である。短期の貿易金融はブラジルの輸

入自由化に伴い次第に回復し、クレジット・ラインは増加していくだろう。ブラ

ジル有力企業による起債は、比較的短期高金利の条件で、高危険でも高利回りを

期待する投資家の資金やラテンアメリカの海外逃避資金を吸収する可能性はある。

第３に、企業進出など外国からの直接投資は自由化と協定成立を好感して徐々

に回復してくると予想される。ただしそれには国内政治・経済の安定が前提とな

る。したがって1994年の次期大統領選挙の帰趨は重要である。またすでに不足し

てきている電力、交通、通信など事業活動に不可欠なインフラ整備も重要である。

当分の間その資金は国内で調達するしか道はない。

要するに債務問題解決後は市場経済の原理に立ったオーソドックスな経済政策

に立ち戻り、財政の均衡、通貨の安定、自力による資本形成などますます地道な

努力が要請されることとなるであろう。
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