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｢モラトリアム宣言」コメンタール

上野学園大学小林利郎

◆はじめに

1987年２月２０日の夜、サルネイ大統領はテレビを通じて全ブラジルに政府が対

外償務の金利支払いを一方的に停止する決定を行ったことを発表した。これがラ

テンアメリカの累積憤務問題の推移の中でも最も深刻な状況を作り出した「モラ

トリアム宣言」である。この宣言には当時のブラジルの政治経済的背景と累積償

務に対する主張が集約されていると見られるので、分析と記録をかねて総合的な

コメンタールを試みたい。

1982年の外貨危機にあたって、軍事政楢最後のフィゲレド大統領政府はＩＭＦ

よりスタンド・パイ・クレジットを痩得すると同時に民間債権銀行団と交渉し、

1983年２月にいたって「利子は半年ごとに支払うが、元本はブラジルの債務者が

期日にブラジル中央銀行にブラジル通貨で支払い中央銀行に於ける外貨建て債権

者勘定に預金され、対外送金は８年間猶Ｊ;される」というリスケジュール協定を

締結した（注１）。これにより当面の外貨危機は回避されたが、この協定の結果

対外債務支払いの義務を負う者はブラジル政府（中央銀行）となり、支払い資金

は政府財政から支出されることとなった。このことが累積償務が財政を破綻させ、

インフレを助長しひいては国民生活を圧迫するという批判を受ける原因となった。

1964年より２１年間続いた革命軍事政権は1985年終止符を打ち、議会によって民

政大統領が選出されることになった。次期政権を狙う大統領候補やそれを擁立す

る各政党は民衆の間に根強かった軍事政権への反感を利用して選挙戦を有利に展

開しようとした。そして軍事政権の行った政治は非民主的であり、一般大衆の苦

しい生活は軍事政権の誤った政策にその原因があるとして、前政権の施策を攻撃

するキャンペーンを盛り上げた。リスケジュール協定もその対象にされ「軍事政

権はＩＭＦの財政金融引き締め政策を飲んで不況を招き成長を生贄にしたうえ、

－８５－



外国債権銀行と癒着して国民に不利な協定を結んだ」という論調がＰＲされるよ

うになった。

1985年３月、政権についたサルネイ大統領は就任早々「債務問題は政治問題で

ある」としてこれまでのような国際金融のルールや外貨資金繰りに則った協定を

否定するが如き発言を行っていた。またドルネーレス大蔵大臣に代わって登場し

たフナロ大蔵大臣とそのスタッフ（主として進歩的として知られたカンピナス大

学のエコノミスト達）は民間銀行の償務の支払いをブラジル経済の最大の問題で

あるインフレの原因とし、成長を妨げるものとした。

サルネイ大統領は1986年２月経済安定のための緊急対策として「クルザード計

画」を実施した。これは全般的な価格統制によってハイパー化しつつあったイン

フレを一挙に抑え込もうとするものであったが、約束された財政の健全化が果た

されなかったため、当初二・三カ月の表面的な大成功が過ぎると、インフレは再

燃し、貿易収支は悪化し、外貨準備は減少の一途をたどった。「クルザード計画」

は失敗の様相を濃くしていた。かくて大統領は1983年協定に従って毎年更改され

る協定の利子支払い義務の履行が困難となり、より寛大な繰延べ要請をせざるを

得なくなった。しかし自分たちが非難した軍事政権とまったく同じように、ＩＭ

Ｆおよび債権銀行と屈辱的な再々繰延べを交渉することは政治的に不味である。

折からクルザード計画発足時に盛り上がりを見せた一般大衆の圧倒的人気を支え

に、大統領の任期をできる限り永くしようとの政治駆け引きを展開していたサル

ネイ大統領にはもう一度大衆の人気を挽回するきっかけが必要だった。かくて19

87年２月２０日の「モラトリアム宣言」となった。

(注１）この金融支援プロジェクトは.ＰＨＡＳＥ１”（1983年２月２５日調印）

と呼ばれ、概要以下のとおりである。

Ｌ米国政府支援12.6億ドル

２．１ＭＦ融資５７億ドル

１９８３ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＡＬＩＴＹ

貿易収支黒字60億ドル、経常収支赤字70億ドル、資本収支黒字15億ドル、

財政赤字上限、ＧＮＰ比８．８％増、インフレ率年間70％

３．民間銀行リスケジュール

REFINANCE：４０億ドル（1983年中期日到来の中長期債務、期間８年、金利

LIBOR＋２１／８）
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短期マネー融資：約100億ドルの残高維持

短期貿易関連融資：約100億ドルの残高維持

新規貸付：４４億ドル（条件はＲＥFINANCEと同じ）

（１）モラトリアム宣言全文（サルネイ大統領、ブラジリア、1987年２月２０日夜

のテレビ・ラジオ放送）

国民の皆さん

１．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霞

大な決断をしたことを大きな感動をもって言明する。わが国は対外債務の金利の

支払いを停止した。

２．告白すれば、かかる重大な決断を行うことは容易ではなかった。特にこれ

は勇気ある行動であり、わが国ブラジルに信頼を置く行動である。我々はわが国

の発展を阻害しないことを基本方針として返済の方法を交渉する。その方法は政

治的不安定、不況、失業、社会的危機を回避する方法でなくてはならない。しか

しこの決断は対決の姿勢を意味するものではない。ブラジルは対決を望む国では

ない。ブラジルは自由世界第８位の経済大国である。我々は国際社会の埒外の独

りよかりの経済を望んではいない。我々は正当な交渉をこそ望んでいるのである。

我々は競争力があり、ダイナミックかつ近代的で成長の権利を有する自由市場経

済を欲している。

３．我々は外国貿易を活発化しようと大きな努力をした。しかし、国家の遷延

不能な利益を忘れて貿易黒字だけを目的とし、不況という犠牲を払ってまでそれ

を実行することはできない。ブラジルは誰をも裏切るつもりはない。ただ、実行

可能のより良い支払条件を欲しているのである。交渉のテーブルには国の成長目

的を危うくしない条件を提示する。

４．主権と安全保障のため外貨準備は維持されなくてはならない。政権の当初

からこれが我々の基本方針であると決心し、限度を定めた。今決断の時がきた。

この選択は長い間の熟愈のうえとられたもので、失敗の許されない決断である。

現在ブラジルは何カ月もの輸入に十分な地備を持っている。我々の利用可能な外

貨準備は３９億6,200万ドルであることを国民に保証する。一般に国はその外貨弛

備を明らかにしないものであるが、わたくしは今夜あえてこれを隠すところなく
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発表する。これはわが国を信用しない人々の誤った解釈を封ずるためである。

５．状況は1982年とまったく異なっている。当時は事実上打つ手が無かった。

必要不可欠な輸入を賄う外貨すらなかった。我々は債権者の慈悲にすがり、彼ら

に強制される条件を受諾するしかなかった。ブラジルは、よく知られているとお

りの状況下、ＩＭＦに助けを求めるしか道は残されていなかった。現在はそのよ

うな事態にはない。我々は十分な外貨準備を保有しており、今此処にとる手段に

よって、その準備は維持され、我々の交渉に臨む立場を強いものにしている。我

々はこれ以上屈辱的で暫定的な解決策を求めるつもりはない。今回の措置は、こ

れにより外債問題を最終的に解決し将来の安定を保障するような、広範で正当な

合意に到達する永続的解決策を探るためのものである。

６．法王パウロ二世は累積債務の問題について最近その意見を明確にしている。

すなわち、法王は外債問題は倫理、道徳の問題であると言明した。外債は国民生

活の基本的必要を犠牲にしてはならない。我々は自立の立場と長期的観点とを交

渉の出発点とする。

７．次に全てのブラジル国民の脳裏にあるに違いない疑問に答えよう。なぜ我

々の外貨準備は低下したか。私が政権についた1985年３月、外準は78億ドルであ

った。－年前の1984年には90億ドルの新規資金の流入があった。これに反し、１９

８５，８６年の私の政権になって１ドルも純増はない。反対にこの２年間に14億ドル

の資金流出があった。輸出は1986年に10％も減少した。約33億ドルの減少である。

なぜなら、国内市場が拡大したからである。我々は食料やその他必需品を輸入し

た。一方、ブラジルの主要産品と工業製品の価格は、常にある傾向のとおり、海

外市場で下落した。では責任はブラジル国民にあるのか。過去５年間ブラジルは

利子

だけで５５８億ドルを支払った。繰り返して言おう、我々は国民の飢えで債務を支

払うことはできない。

８．既に２年前、国連での演説において、ラテンアメリカ諸国は対外債務の重

圧に押しつぶされて生活していると警告した。それはまさに深刻な状況であり、

その国内での影響は不況、失業、欠乏、貧困と暴力をもたらす。私は確信を持っ

て言明した。債務は疑いもなく社会に高いコストを課しており、この勘定は自由

をもって噸われている。なぜなら債務を貧困によって返済することは民主主義を

犠牲にすることだからである。

９．私は熟慮し、結果の重大さをおしはかった。なぜなら、かかる性格の措置
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'よ多くの危険を伴うからである。しかし何も見いだせなかった。ブラジルにとっ

てその進路に乗り越えることのできない障害が現れると示唆するものは基本的に

は何もなかった。我々は大悲劇を恐れる必要は一切無い。今や時間の観念を持つ

必要がある。ブラジルは２１世紀に向けて準備しなければならない。そのために斉

合性があり、確固とした計画がなくてはならない。

１０．クルザード計画においては生産と労働の価値を高め、投機をほうむった。

物事は常に我々が望むように動くとは限らない。しかし我々は粘り強くこれらの

目的を追求し続けなければならない。あの２月２８日が近づいている。我々誰もが

望んだインフレの低下はまだ達成していない。私は全ブラジル大衆と共に、－市

民として、さらに大統領として、あのように良く策定されたプログラムの成功の

ために全力を傾注した。今インフレは約６０％である。しかし１９８５年の２５２％でも

なければ推定されていたように1986年は500％以上ということもない。

さてすべての国民が大統領にもう一つの質問があることを知っている。今後の

ことである。第一歩は今発表している利子支払い中断の措置である。これは我々

の経済成長を犠牲にせずに交渉を行うためである。次いで厳格な引き締め計画を

実行しなくてはならない。成長と雇用とを確保しつつ継続的な経済安定プログラ

ムを実行する。

１１．政府は自らの責任を果たしていない、と常にいわれている。よろしい。ま

ず今夜私は政府の貢献として次の３点を確認する。６カ月の間、国庫は歳入の範

囲内のみで支出する。国有企業は自社の収入によって得られた資金または実際に

使用可能と確認された資金のみをもって投資を行う。さらに、補助金を全般的に

見直す。そのため、直ちに国会に対し、補助金について、当該財源を明確にする

等、適用の条件を定める法案を提出する。政府は自らの責任を果たすことを提案

した。今度はこう言いたい。すなわち、これ以上耐え難いほど苦しんでいる大衆

を苦しめないために、今や全ブラジル人がこの戦いに勝利すべ<団結しなければ

ならない。今こそ責任感ある愛国心が必要なのだ。政府を批判するという口実の

もとに国を裏切ることがあってはならない。現政府は単に過去の債務を継承した

に過ぎず、それを次の世代を担保にすることなく支払おうとしているのである。

１２．ブラジルは決断した。永い間、外債の解決のためにより強い措置を要求し

ていた大衆の全幅の支持を得られるものと確信している。我々は主権国家として、

国民の支持を受けている政府としての権威をもって、外国における交渉のテーブ

ルにつく必要がある。そして次にはインフレを打破し、不況を回避し、雇用水準
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を維持し、投資が戻るための信頼を回復し、わが国の労働者の実質鱗買力の水準

を維持する。要するにこれらのかくも野心的な緒目的を達成するには屈辱的な低

賃金の状況に終止符を打つのだという国民的理解が必要である。今日取られたこ

の措置は我々の経済政策の中に組み込まれ、国民生活を向上することを主な目的

とする。

私は、政治家、労働者、企業家、資本と労働、国のあらゆる力、自由職業人、

学生、教会、すべてのブラジル人男女に対し、今この時、ブラジルに援助の手を

差し延べるよう呼びかける。重大な時である。しかし、我々の労働、我々の尊厳、

我々の団結によって乗り切るであろう。団結、この言葉は私の命令である。未来

は我らのものである。私から皆さんにお願いする、自信を持てと。

ありがとう。神よ恵みあれ。おやすみなさい。

（出所）日刊紙oEsTADoDEs1rOPAuLoLサンパウロ、1987年２月21日、拙訳．サンパウロ、1987年２月２１日、拙訳。

Iま執筆者がコメントの便宜上付したも１から１２までの番号および区切りは執筆者がコメ

の。

（２）コメンタール

１．国家安全保障会議はブラジル憲法（１９４６年９月１８日公布）第179条に規定

され、国家の安全と防衛に関わる重大問題について審議する機関で軍事的行動を

想定する。

サルネイ大統領が民間銀行への利子支払いを停止することを、本来かかる金融

為替問題の審議機関である通貨審議会ではなく、国家安全保障会議にかけたこと

はこの会議の性格から見れば極めて異例である。モラトリアム宣言のこの導入部

は国家の安全を脅かす敵に対して敢然と戦いを挑む宣戦布告のイメージを国民大

衆に与える。

２．ここでは宣言の二つの目的が示唆されている。－つはこの強硬姿勢は国内

政治向けであり対外的には断交ではなくて交渉をしたいとの意思があること、も

う一つはモラトリアムという民間金融機関には非常に不都合な状況を作り出すこ

とによって来るべき債務交渉に有利な立場を確保しようとの意図である。

３．経済政策の失敗により貿易収支の悪化を招き、外貨準備が激減して支払い

不能なったことを非難されると予想されるところから、先回りに政策の正当性を

主張している。

クルザード計画では、為替が８カ月間同定された結果クルザードの過大評価が
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長期間続き輸出が失速、一方輪人は有利になった上国内供給が価格統制のために

不足したため食肉や米まで緊急輸入する等急増した。貿易収支は前年比40億ドル

悪化した（注２）。

またブラジルには輸出ドライブにより貿易黒字を出すことは国民経済上不利で

あると、これを忌避する考え方が伝統的に強い。特にモネタリトを保守反動と非

難する進歩派エコノミストがそうである。サルネイ大統領を支持する最大与党Ｐ

ＭＤＢの考え方も「何のために国内消費を抑制して黒字を出すのか。対外債務支

払いのためではないか。とすれば対外債務の支払いを停止して国内消費を活発化

すべきである」というものであった。

一方ＩＭＦを始め国際金融界では、借入金利子の返済等サービス支出を賄える

貿易黒字（120-130億ドル）は確保すべきであり、そのためには国内経済を引き

締め、為替レートを切り下げて輸出に努力すべきであるとの考え方が支配的であ

ったのはもちろんである。

(注２）1982-1987の貿易収支（ＦＯＢ単位百万ドル）

（出所）Ｆ､Ｇ・恥，ConjunturaEcon6mica，Outubr01993

４．モラトリアム宣言の前に既に国際金融市場ではブラジルの外貨準備の低水

噸を懸念する情報が流れていた。サルネイ大統領はそれに対し余裕のあることを

強調して不安を取り除こうとしている。今日ＩＭＦ統計によれば1986年末の外準

は金を除き58億ドルとなっているので、サルネイ大統領の数字はこれからＳＤＲ

やＢＩＳ預託金を控除した額と思われる．しかし実際には３９億6,000万ドルの外

貨瀧備のうち、BANCODOBRASILを始めブラジルの銀行の海外支店が通常業務に

必要な決済資金の市場での調達が困難になっていたため、現金準備のかなりの額

を預託したり外国銀行に担保として置いてあったので、利用可能な資金は20億ド

ルを割っていたというのが真相であった。この点から言えば、モラトリアムを宣

言すると否とにかかわらず対外支払いの停止は必至な状態であった。
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５．１９８２年はメキシコの支払い不能に端を発してラテンアメリカの対外債務問

題が一挙に顕在化した年である。ブラジルも既に新規借入によって１日債務とその

金利を支払うという悪循環に陥っていたが、メキシコ破綻によって新規取り入れ

が不能となり、外貨資金繰りが行き詰まった。1982年後半からＩＭＦとの借入交

渉に入り、経済の引き締めを約する一方、1983年初頭から民間債権銀行との繰延

交渉を開始した。1982年末の外貨準備は金を除き３９億ドル（ＩＭＦ）であるから、

４．の水準より約20億ドル少なかったことになり、きわめて深刻な状況であった

ことが分かる（注３）。

ブラジルは結局1983年２月前述のＰＨＡＳＥ１協定を締結するが、ＩＭＦの条

件を飲み、以後毎年その年に期日の来る債務を繰り延べる交渉を行うことになっ

た。このことを宣言では「屈辱的で暫定的な解決策」とし、モラトリアムでそれ

を拒否するものとしている。

(注３）ブラジルの外貨準備（金を除く、各年末、単位百万ドル）

(出所）IMF， Ｎｏｖ、１９９３IＣＳ

６．確かに法王パウロ二世はラテンアメリカの累積債務問題について「倫理的

考察が必要」と発言したが、負債不履行に賛意を表したわけではない。しかしブ

ラジルには累積債務とそれに対する利子の支払いが多額にのぼるに従い、資本主

義確立以前の中世的、スコラ神学論的経済倫理（商業・金融の蔑視、貸付金や利

子の否定）に基づく論調も公にされるようになった。宣言はその面でも法王の名

を出すことによって倫理的にモラトリアムの正当性を補強しようとしている。

７．外貨危機を招いたのは、第一に外資の流入が止まった上に返済と利子の送

金のみが継続したこと、第二に貿易収支の悪化は確かにあったが国内需要の増加

によるもので非難されるべきではないこと、との主張である。そしてかかる状況

で債務を支払えば国民を飢えさせると「飢えかモラトリアムか」と呼びかけてい

る。数字の検証は中銀統計（注４）に任せよう。

－９２－

1９８１ 1９８２ 1983 1984 1985 1９８６ 1９８７

６，６０４ ３，９２８ ４，３５５ 1１，５０８ 1０，６０５ ５，８０３ ６，２９９



(注４）債務返済、利子の支払いおよび債務残高（単位百万ドル）

罵隅需需謡謡
■■日田■田岡■■■、

（出所）BancoCent｢ａｌｄｏＢｒａｓｉＬＲｅｌａｔｏｒｉｏｄｅｌ９９ＬＢｒａｓｉｌｉａ，１９９２

８．償務履行を強制すると民主主義を危うくするというのは、実は米国の懸念

を突いている。アメリカは２１年間の軍事政権の後に誕生した民政サルネイ政権が

安定するかどうか非常に心配していた。もし累楓償務問題で民主政権が倒れたら

左右の対立が激化して軍政が復活する等政治的混乱を免れないと予測したのであ

る（米国国務省筋の情報）。サルネイ大統領はそれを念頭においている。

9．債務国による債務不履行、特に支払い拒絶のような敵対的な行動に債権国

や使権銀行はどう対処するか、国際金融界ではつとに議論が行われていた。かつ

ては償楢国が軍艦を派遣して債務国に圧力をかけて強引に返済を迫ったり、税関

を占拠し関税を返済資金に当てるとか領土を租借したり割譲を強要したりした。

かかる覗事的強圧は現在では不可能なことはもちろんであるが、たとえば６００行

を超える民111]償権銀行の一行でも世界のいずれかで法的措侭に訴えれば、ブラジ

ルの海外資産の差し押さえ等は十分あり得る。それがここで言う「多くの危険」

の一つに他ならない。ブラジル政府はこれらの危険を懸命に予測しようとした。

そして「債権国や債権銀行は対抗措置はとらないであろう」との結論に達した。

その理由の第一は１月のパリ・クラブでの勝利である。償橘国はブラジルがＩＭ

Ｆの承認を取ることを条件に債権を繰り延べるとの方針をとり、これを拒否する

ブラジル側と極めて厳しい攻防があったが、払暁に及び決裂寸前の交渉の席に８．

で言及したとおりサルネイ政権の弱体化を懸念するアメリカ国務省より、「ＩＭ

Ｆの介入なしで繰延に応ずべし」との訓令が入り、各国ともこれに従わざるを得

なくなった。これで債権国の慎重な態度は分かった。第２はやはりモラトリアム

の寸前にアプリル出版社と化学会社ローヂア（仏ローヌプーラン社のブラジル子

会社）主催の講演会に来伯したＪ，Ｋ・ガルプレイス教授の言葉である。教授は

講演の後、質問に答えて「ブラジルがモラトリアムを宣言しても外国民間銀行は

何もできない」と明言した。

－９３－

1９８１ 1９８２ 1９８３ 1９８４ 1９８５ 1９８６

債務の返済 ７．４９５ ８，０７９ ２，６１２ ２．１３５ ２，２７５ ３，７００

利子の支払い 1０，３０５ 1２，５５１ 1０，００３ 1０，９３５ 1０，５１８ 10,062

外貨債務残高 7３，９６３ 8５，３０３ 9３，５５６ 1０２，０３９ 1０５．１２５ 111,045



１０．モラトリアム宣言の約１年前の1986年２月２８日クルザード計画が実施され

た。この時サルネイ大統領は「価格を上げるのは資本家であるメーカーや商人で

あるから一般大衆はそのような非国民的行為は「サルネイに任命された検査官」

だと思って摘発せよ」とアピールした。このポプリズムの呼びかけは同時に承認

した賃上げと相まってサルネイ大統領の大衆人気を一挙に押し上げた。２月２８日

はサルネイの栄光の日である。

モラトリアムが宣言された1987年にはクルザード計画は、政府の財政の改善が

なかったためインフレが再燃し、完全に失敗したとされていた（注５）。とにか

くサルネイ大統領はあの大成功を国民に思い起こさせようとしている。しかしＩ

ＭＦの支援条件（CONDITIONALITY）としての引き締めには成長を犠牲にすると反

対しながら、「厳格な引き締め計画を実行する」というのは政治的公約とはいえ

整合性に欠ける嫌いがある。

(注５）クルザード計画とモラトリアム前後のインフレ（ＩＧＰ－ＤＩ年間％）

(出所）Ｆ・ＧＶ.， Aｇｏｓｔｏｌ９９４

１１．クルザード計画は二次インフレないし慣性インフレを暫定的に統制で押さ

え込もうとする政策で、インフレの根本原因を除去するものではない。統制の効

果が切れないうちに財政の健全化等、より抜本的施策が実行される必要があった。

しかしサルネイ大統領は政治的人気を維持しようとの意欲から政策スタッフの献

策をいれず、インフレが再燃し、計画は元の木阿弥と化そうとしていた時である。

そこで「今度こそ政府は自らやるべきことはやるから支持してくれ」とのアピー

ルになっているのである。

１２．「外債問題に強い借間を大衆は要求していた」というのは正しいかどうか。

膨大な累積債務の元債務者の大部分は政府機関か国有企業で、資金使途はおおむ

ねインフラの構築であり、国内の工業化の畷境整備に役立った。当然国内産業へ

の投資や雇用の増大に貢献したのである。石油価格の高臘や国際金利の上昇が償

務の急増につながったが、それは政府の金融危機管理の失敗で、国民大衆の多く

の関知するところではない。「ブラジル国民の責任か」との問いは唐突であり、

－９４－

1９８１ 1982 1９８３ 1９８４ 1985 1９８６ 1987 1９８８

1０９．９ 9５．４ 1５４．５ 220.6 225.5 1４２．３ 224.8 684.5



まして屈辱的な低賃金が倣務のためであると考える者もいない。償務や利子を財

政から支払う段階にいたって歳入が不足、インフレか引き締めのデフレかの選択

を迫られて始めて国民生活の問題となる。大衆はこのような意図的なキャンペー

ンでＩＭＦに反感を持ち、先進工業国や憤権銀行を憎むように動員された。

モラトリアム宣言のこの部分は１．の高い姿勢を受けて、債権国や債権銀行に

対し、主権と国民の支持を背景にした権威をもって対決する堂々たる大統領を印

象づけようとしている○サルネイ大統領とそのスタッフは債務問題に大衆を巻き

込むことにより、素朴な大衆のナショナリズムを刺激し、危機感をあおって、政

治的にその立場を強化しようとした｡対外債務問題がポプリズモ政治の具に使わ

れたことを示している。

◆結び

ブラジルの累積債務問題はこのモラトリアム以降内外の政治経済に大きな反響

を与えて進展していった。国際金融市場では既に貸付憤権があたかも証券のよう

に売買されるようになっていたが、対伯償権は市場価格が大幅な割引となった。

また民間債樋銀行は経営の健全化のために、ブラジルに対する貸付金を不良債権

に分類し、償却を進めたり貸倒引当金を楓む措置を講じた。債権国政府当局も発

展途上国の債務の軽減の方策を模索することになり、ベイカー提案がなされ、プ

レディ提案へと進んだ。

このように国際金融界の対応は危機感の高まりはあったが比較的に冷静であっ

た。しかし、ブラジル国内の対外債務履行か不履行かをめぐる議論は政治家、学

者、組合リーダー、ジャーナリスト果ては教会まで参加してエスカレートした。

特に1989年の大統領選挙の軍要な争点となった（注６）。

償務不履行の状態はその後多くの粁余曲折を経て、結局プレディ提案に基づく

元本の35％の削減と長期証券化の条件で、1993年11月２９日ブラジルと民間債権銀

行との間で合意に達し、翌1994年４月証券化が実行されたことにより一応の解決

を見た（注７）。

サルネイ大統領のモラトリアム宣言はこの問題の金融的解決には直接的には何

の影響も無かった。というのは、同じように支払不能に陥ったが償楢国や債権銀

行との間にこのような対立無しに交渉のテーブルについたメキシコとアルゼンチ

ンが獲得した条件と、モラトリアム宣言を行って交渉を有利にしようと意図した

－９５－



ブラジルの獲得した条件とは実質的に大きな相違はなかったからである。

しかしブラジルが国の債務の履行を拒絶したという歴史的事実は厳然として存

在し続けることは論を待たず、その功罪は今後のブラジルの国際金融界との関係

の中で問われていく課題であろう。

(注６）1989年、次期大統領選挙が始まった頃のブラジル有力政治家およびエコ

ノミストの累積債務問題に対する発言を以下に紹介する。

●ジョゼ・サルネイ（保守政治家、当時大統領）

「工業国は債務を早急かつ最終的に削減する制度をつくる責任がある。私の政権

だけでも過去４年間増減のなかった債務に対し金利と元本の返済で550億ドルの

支払いを行った。これは発展途上国の国にとって耐えられない出血である。」

（JornaldoCongresso，1989年２月号15頁）

●フェルナンド・コロール・デ・メロ（当時アラゴアス州知事、1990年大統領）

「外債問題は道徳問題である。なぜなら外債は正当な債務ではない。不当な要素

はいくらでもある。既に何倍も返済されているうえにチップさえとられている。

更にこの資金の使われ方が悪い。「鉄鋼鉄道」やアングラの原子力発電所、アソ

ミナス等々犯罪ともいえる無駄があったことが分かる。外債は絶対に支払うこと

はできない。」（雑誌Afinall989年３月２１日）

●ルラ（労働者、当時金属労連会長、次期大統領候補）

「債務の支払いを直ちに停止しその資金を開発計画に充当することを主張する。

今日諸条件は交渉に有利である。債権者はブラジル債権を額面価格の35％で売買

している。我々は100％に対する利子を支払い続けることはできない。」

（夕刊紙JornaldaTardel989年３月６日）

●レオネル・プリゾラ（当時下院議員、次期大統領候補、後リオデジャネイロ州

知事）

「債務は過去の政権と債権銀行の無能力と無責任で契約されたものである。しか

し我々は詐欺師ではない。元本の返済までは認めよう。ただし３０年40年の期限で

解決しよう。我々は既に債務以上に支払った。アメリカのインフレによる高騰ま

で支払った。「もうたくさんだ」という必要がある。これは正義の問題でそれ以

外のなにものでもない。」（日刊紙GazetaMercantill989年３月２０日）

－９６－



●モレイラ・フラン。（保守政治家、当時リオデジャネイロ州知事）

「外債に対する元本と利子の支払いは国内総生産の２．５％までに制限する法案を

提出することを提案する。」（GazetaMercantill989年２月１７日）

●ロベルト．カンポス（経済学者、外交官、元経済企画大臣、当時上院議員）

「台湾やインドネシアは外債を１００％支払っている．だからといってこれらの国

の経済が停滞しているわけではない。ブラジルにおいて必要なことは保護主義の

打破と投資家を信頼せしめる国内の条件整備である。」

（日刊紙OEstadodeSfrbPaulol989年４月６日）

●アントニオ・デルフィン・ネト（経済学者、元企画大臣、農業大臣、当時下院

議員）

「今日債務は伝統方式ではもはや支払うことはできないことは明白である。債権

者のうち誰一人としてこのような状況を続けていけると本気で考えている者はい

ない。」（雑誌Vejal989年３月１５日）

●アフォンソ・セルソ・パストーレ（経済学者、元中央銀行総裁、当時ＳＰ大学

教授）

「ブラジルは1987年にモラトリアムを行ったが、インフレから解放されていない。

外債は生け贄の羊にされた。」（雑誌Vejal989年３月１５日）

（注７）1992年のリスケジュール協定

1992年７月９日、ニューヨークにおいてブラジル政府と民間債権銀行代表（Ｂ

ＡＣ＝BANKADVISORYCOMMITTEE）との間でプレディ・プランのラインに沿った

りスケジュール協定につき基本合意が成立した。これによると民間銀行債権440

億ドル（全民間銀行債権残高からＢＡＮＣＯＤＯＢＲＡＳＩＬ等ブラジルの銀行の債権を

除く）を対象に、ブラジル側の債務とその元利返済負担を軽減するため、債権銀

行は１日債を次のいずれかまたはいくつかの形態の債権を選択してリスケジュール

に応じることとする。

１．DISCOUNTBOND

３５％削減、金利LIBOR＋１３/16％、期日３０年、一括返済、元本に100％、利息

に最初の12カ月のみ担保が付く。

２．ＰＡＲＢＯＮＤ

元本の削減なし。金利低減により債務負担軽減。

金利１－６年まで、４.ＣＯ、4.25,5.00,5.25,5.50,5.７５と漸増、７年目以

－９７－



降6.0％、期日３０年、一括返済、元本に100％、利息12カ月、担保付き。

３．ＮＥＷＭＯＮＥＹＢＯＮＤ

旧債はそのまま維持し、代わりに新規貸付をこの債券で供与する。

金利LIBOR＋７/8％、期間15年（据置10年）、元利とも担保無し。

４．DEBTCONVERSIONBOND

NEWMONEYBONDを購入した場合、その5.5倍まで。

金利LIBOR＋７/8％、期間18年（据置10年）、元利とも担保無し。

５．ＳＴＥＰＵＰＢＯＮＤ

ＰＡＲＢＯＮＤの一種。金利軽減目的。

金利１－６年、それぞれ4.00,4.00,4.50、4.50,5.00,5.00％、７年目以

降LIBOR＋13/16％・

期間18年（据置10年）、元利とも担保無し。

６．ＳＴＥＰＵＰＢＯＮＤ（元加条件）

５．と同じであるが金利に上限を設けそれを超える部分は元本に組み入れ最

終期日まで積み上がる。

金利１－６年、５．に同じ、７年目以降８％に固定し市場金利が８％を超え

る部分は元加。

期間20年（据置10年）、元利とも担保無し。

７．RESTRUCTURINGLOAN

証券ではなく旧債の条件軽減を認めた貸付。

金利１－６年、５．と同じ、７年目以降LIBOR＋１３/16％、これ以上は元加。

期間20年（据置10年）、元利とも担保無し。

この協定は1993年11月２９日カナダにおいて調印され、1994年発効した。
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