
ユーロ危機で日本は復活する   

上念司 著  宝島社 

インフレターゲットと言っても相変わらずの低いインフレ率しか想定できない日銀貴族、

財務省の健全化と言っても増税しか考えられない政府・財務省官僚、危機を助長する

だけの間抜けな政策はもういらない、ユーロ危機をチャンスに変える政策がここに！ 

（ はじめに ） 

平成 24年 6月 13日衆議院の社会保障と税の一体改革に関する特別委員会の公聴

会に公述人として 「特別召喚」 された私は次のように訴えました。 

1つ目は、日本は本当に財政危機なのか 

2つ目は、消費税増税によって本当に税収が増えるのか 

この 2点を是非皆さん・もう一度考え直して・議論していただきたい。 

本書は 「誤った情報に基づいて誤った判断をすれば国が大変な事になってしまう」 と

いう歴史的な教訓に基づいて欧州危機の発生原因とその解決策、そしてそれをキッ

カケとして日本経済を再生する方法を提案するものです。 

第1章 危機の本質は円高にある 

～ギリシャ人のせいで円高になった・新聞の経済面で笑えない噴飯もの与太話 

＊先日我が日本国の中央銀行総裁である白川方明氏は 「人口が減ったからデフレ

になった」 と、バカ丸出しの恥ずかしい話を国会で大真面目に語った。 

今、日本の名目金利が低いにも拘らず円高が進んでいる、理由は他国に比べ日本

の実質金利が高いからという事に集約される、日銀が事実上デフレ容認の為に名目

金利がゼロでも物価上昇率がマイナスなら結果として実質金利がプラス。 

第２章 国家破産とは何か？ 

～日本のように最初から変動相場制でしかも自国通貨建て唖の債務しか持っていな

い国が国家破産する事は先ずあり得ません国家破産の前に円安となって日本経済

が復活してしまうからです、ところがギリシャのように自国通貨を持たない事実上の

固定相場制の国では 「国家破産」 が起こりえます。 

1800年以降 200年の間でギリシャが債務不履行や債務条件を変更した回数は 100

回を超えるそうです。1980 年に 1 ドル 50 ドラクマ（ギリシャの当時の自国通貨）が

2000年には 1 ドル 400 ドラクマで 8倍になった。 

第３章 銀行という仕事～欧州の場合～                  P １ 



パターン 1の国～ドイツ連銀、イタリア中央銀行、ギリシャ・フランスと中央銀行が存在 

 するものの通貨発行を行っていません。 

パターン 2の国～独自通貨を持ち自由な通貨発行を行う中央銀行がある、但し EUに

加盟している為に欧州中央銀行制度の枠組みの中で金融機関の規制と監督は EU

域内で共通のフォーマットを使用、イギリス・スウェーデン・デンマーク等 

パターン 3の国～EUに加盟していない、自国通貨発行、日本と全く同じでスイス、ノル

ウェー、アイスランド等 

＊経済が安定していれば楽な仕事で預かったお金に金利を払い、貸し出した先から

金利を貰いその差が利益になる、貸し倒れが起きれば一定の範囲内に収まらない

と大変な事になる、貸したお金が返ってこなくなると銀行経営は行き詰まる。 

2012 年 5 月現在マネタリーベースは日銀券発行残高８０、7 兆円 貨幣流通高４、5

兆円 日銀当座預金３１、9 兆円の合計１１７、1 兆円 ところが銀行の預金も含めて 

世の中に流通する全てお金を足し合わせたマネーストックでは 1121 兆円と 10 倍も

実際に存在するお金より多い。 

アメリカはリーマンショックに対して量的緩和 

～第１弾で 2009 年 3 月から 1 年で１、75 兆弗（買い付け対象は住宅ローン担保証

券・政府機関債） 

～第 2弾で 2010年 11月～翌年 6月までに約 9千億弗（買い付け対象・米国債） 

本来中央銀行がここまで出しゃばらなくても銀行同士の助け合いで何とかなるが  

バブルが弾けて危険な焼弾となり銀行がリスクを取れなければ信用創造機能が

阻害され人々や企業が経済活動に必要な資金を得られなくなるので中央銀行の

出番となる。 

第 4章 欧州危機はなぜ起こったのか？ 

～デフレになると銀行は自己防衛に走る～デフレを引き起こし経済政策を誤り続け

るのは日銀官僚だけかと思っていましたが、実は欧州委員会や欧州中央銀行

（ECB）もある意味 「日銀化」 しつつある。 

 ノーベル賞経済学賞を受賞したポール・クルーグマンが、今のヨーロッパの現状を

批判して 「ヨーロッパの高官たちは単一政府が無くても単一通貨を機能させられ

ると信じ込んだ、単一通貨の厄介なことは全て南ヨーロッパ人の無責任な行動で

引き起こされた、国民がもっと苦しみに耐える意欲さえ見せればうまくいくんだと言

い張って事態を一層悪化させてきた」 と、今日の欧州債務危機で最大の問題点

はユーロ圏が 「最適通貨圏」 を拡大してしまい 「単一通貨・複数政府」 「単一

免許・母国監視主義」 という二つの構造問題が更に危機を増長し、長引かせて

いるという指摘も傾聴に値するものと思われる。 

 現在のユーロ圏はより健全に近い自由貿易と人々の移動も自由であれば   P 2 



域内の好況の国の輸入が増え労働力や流入する事でショックは相殺吸収されます、 

又共通通貨圏に属する公共の国から不況の国は財政援助のような形で所得が移転 

されれば、これもショックの吸収に役立ちます、しかし現在のユーロ圏にはこのような 

仕組みはなく共通通貨として不完全なままにイデオロギーとスローガン先行で共通 

通貨が作られてしまった言語も通貨も違う国同士でそう簡単に人の移動は進まない 

二つ目は 「単一通貨・複数政府」 という問題点は構造的な問題です、ギリシャ始め 

南欧の国々は大量の資金流入で土地バブルが発生、ドイツの様な輸出国は沢山の 

製品を輸出して大儲けで一人勝ち、ところが南欧諸国での債務危機ではギリシャの 

救済についてドイツは最も冷淡で消極的です。 

日本では地方交付税交付金の様に企業本社が集中する東京で吸い上げた税金を 

地方に還元している為問題は起きない。 

アメリカでも中央政府があるから同様の問題は起きなかった。 

三つ目は 「単一免許母国監督主義」 で例えばパリで免許を受けた銀行がアテネ 

で悪さをしてもギリシャ当局はペナルティを与えられない。 

＊シャドウバンキングの罠～EU の共通通貨であるユーロが 「最適通貨圏」 の外側に

拡大、国際決済銀行（BIS）の自己資本比率規制（BIS規制）は国際業務を行う銀行

のリスク資産に対する自己資本の比率を定めた基準です、金融グローバル化の

1988 年に初めて始まったバーゼル 1．で合意、最低 8％の自己資本保有が基準と

された 2004年にバーゼル２．が合意、銀行に対しリスクの算出方法の選択権が与え

られたことで貸し出し規模拡大 「量的拡大」 はシャドウバンキングと呼ばれた投資

銀行へと変化、短期市場で調達した資金を長期投資で運用し利ザヤを稼ぎその中

には証券化商品というかなりリスクの高い商品で一番有名なのが米国のサブプライ

ムローンに関連した仕組債、しかし米国のバブル崩壊で紙くず同然に、この事の重

大さに気付いた ECBは米国の FRB同様に大規模な金融緩和で最悪の事態は避け

られた、同じ時期に殆ど備えをせず傷口を広げた日銀とは対照的だった、とは言え

英国の 3大銀行・アイルランド・オランダ等多くの銀行が破綻し国有化された。 

＊主要金融機関のサブプライム関連損失額は 「米国」 シティグループ４、9 兆円   

メリルリンチ３、9 兆円 AIG３、4 兆円 バンク・オブ・アメリカ１、8 兆円 モルガンスタ

ーレン１、4 兆円 JP モルガン・チェース１、1 兆円 ワコピア 9 千億円 「スイス」 UBS

３、9 兆円 クレディスイス 8 千億円 「英国」 RBS１、7 兆円 HSBC 1 兆円 バークレ

イズ 5 千億円 「仏」 クレディ・アグリコム 8 千億円 「独」 ドイツ銀行 8 千億円   

「日本」 野村ホールディングス 2620億円 農中 1869億円 

＊シャドウバンキングの運用総額は約 10兆弗（2011 年）欧州の金融機関は米国市場

で調達した資金を一旦米国以外に持ち出し再び米国に逆流させた、現在米国では

不動産市場は落ち着きを取り戻し始めたが欧州では債務危機が顕在化するとして

第 2・第 3の危機が米国に伝播するのも確実視                    P ３ 



 FRB（米国）はリーマンショック時の様に果敢な対応を実施する事でしょう、ECB が  

日銀のような小出しの金融緩和に終始すると長期低迷に陥る可能性が高くなる、 

但しドイツにとっては緩和し過ぎ、ギリシャにとっては緩和不足という状況になる。 

さて南欧諸国は暴虐を尽くすドイツにいつまで耐えられるのでしょうか。 

第 5章 ユーロはこれからどうなるのか 

＊ユーロ崩壊ではなく財政統合へ 

 ①基本ケースでは何らかの方法で財政統合に向かってゆっくり進んでいく可能性大 

 ②ユーロ脱退は、その国にとってあまりにもコストが高すぎるので現時点で確率ゼロ 

 ③加盟国が主権国家である以上離脱する権利は有している 

 ④ユーロ離脱の議論は過熱しているが、その影響は過小評価されている 

＊危機の連鎖～各国政府・中央銀行によるギリシャ支援の内訳 

 過去に実施されたユーロ圏諸国によるギリシャ政府向け貸し出し  593億ユーロ 

ユーロ圏の他の中央銀行から ギリシャ中央銀行への貸し出し約 1000億ユーロ 

ECBが市場で購入したギリシャ国債                   560億ユーロ 

新たに欧州各国が提供した救援資金総額               1610億ユーロ 

IMFのギリシャへの貸し出し                         220億ユーロ 

総計約 4000億ユーロ＝日本円で約 40兆円 

＊本当に危機は来るのか？～混乱を最小限に収める為にはギリシャがユーロ建ての

債務をユーロ建てのまゝ返済する事を約束しつつ独自通貨に移行する、というのが、

現実的に一番可能性が高いと思われます。今のままユーロに留まって緊縮財政を

続けるよりも自国通貨安によって得られる経済成長のメリットの方が遥かに大きいと

考えられ、これらの計画は実行に移される可能性があります。 

戦争ですべて破壊された日本ですら 1 ドル 360 円と云う超円安レートによって高度

成長を成し遂げたわけですから、そこまでは傷んでいないギリシャにその可能性は

ゼロだとは絶対に言えないと思います。 

第 6 章 欧州危機の解決策 ～①政治統合 ②ユーロ廃止・縮小の 2 つで今、 

検討されている財政条約は経済援助の為の条件というより危機を未然に防ぐ為の対

策と云った位置づけであり厳しい財政均衡目標と自動的な削減措置を含み ①毎年

の財政赤字を対 GDP 比 3％以下に抑える ②公的債務残高を対 GDP 比 60％以下

に収めるというものでリーマンショックが発生した直後の 2009～10 年に於いて独や仏

でも守れなかった厳しいものスペイン経済はギリシャに比べズーと健全だが民間部門の

債務問題が存在する、これこそが財政赤字削減の為の緊縮財政がスペインに取って

猛毒となる。 

「援助するからには財政規律を守れ！」 とゴネて今の様な財政条件を       P ４ 



ゴリ押ししているのはドイツ、私は基本的にはギリシャはユーロを脱退して、自国通貨

ドラクマに戻れば必ず復活すると考えています。                                

＊2011 年 11 月 ECB の新総裁に就任したマリオ・ドラギ氏は政策金利を 1％とし、  

金融緩和の実行、更に翌年の 2月と合わせて約 110兆円もの資産を市場に供給。 

第 7章 ユーロ崩壊を日本のチャンスに変えるには？ 

＊ユーロから離脱する国が実際に出てきた場合～短期的な混乱は避けられないでし

ょう、そして日本にどう影響するか、それを日本経済復活に生かすには何をすべき

か考えていきます。欧州の危機顕在化が政府や日銀の政策決定に影響を及ぼせ

ば間接的ながら正しい政策を選択するキッカケになる可能性もあります。 

 高橋洋一氏の 「日本経済のウソ」（ちくま新書）によると中央銀行がマネタリーベース

を対 GDP 比で 1％増加させると日本は０、０７％ 米国は０、１３％ 英国０、１１％それ

ぞれ予想インフレ率が押し上げられると（過去のデータ分析）分かるそうで、日本を

デフレから脱却させることを示しています。学習院大学経済学部の岩田規久男教授

はこの点について段階的なデフレ脱却の流れを 

① 中央銀行が客観的な目標を持ちベースマネーを増やし続けることにコミットする 

② 予想インフレ率が上がる  

③ イ ンフレを予想した人々・法人が死蔵していた現金で株や土地・外貨等の値上

がりしそうな資産を買い求める 

④ デフレ時代に溜め込んだお金は相当なものなので、いきなり銀行の貸し出しが増

える事はない。 

⑤ 景気がよくなってくると資金が足りなくなり始めて銀行の貸し出しの出番となる 

しかしマスコミは 「日本は少子化とデフレで心が豊かになってものが必要でなく日本

はもう 2 度と経済的に立ち上がれない」 かのような印象操作を行っている、こんな話

は全部デタラメです。 

＊日本は今でも世界最強の金貸しです～日本国全体のバランスシート（2010 年 6 月

速報値）で最も重要なのは対外純資産で 270兆円の大幅プラスです。 

 （参考＝最近の数値）平成 30 年末の対外資産 1018 兆円 負債 676 兆円 純資産

341兆円（令和元年財務省）2015年会計年度米国連邦政府の総資産 377兆円 内 

 金融資産約 200 兆円（1 ドル 117 円換算）日本は GDP では米国の 4 分の 1 だが、

政府の保有する金融資産は 2 倍以上ある、又徴税権を日本の資産としての考え方

もある（750兆円）内閣府発表 2016年末個人・企業・政府等の総資産１京４９６兆円 

 負債総額７１４６兆円差し引き３３５０兆円の国富残高 

＊国債残高を心配するな 

＊世界中の人が日本は大丈夫だと言っている！～マスコミの報道とは裏腹に日本の

国債は大人気で最近は１％以下、市場では国債価格が上がり          P ５ 



日本が債務不履行になる等との話は誰も信じていない。 

＊ついでにユーロ圏を救済しちゃえば？～岩田一政日銀元副総裁は「為替相場安定

には日銀が５０兆円規模の基金を創設し外債を購入する事が有効だと、しかし為替

介入は財務省の専権事項である！！と実現せず、これが実現すれば欧州金融安

定化基金などに出資本しユーロ圏の非関税障壁の撤廃他日本に役立つ見返りをし

て貰う事も！ 

＊欧州危機をキッカケに日銀法の改正を迫れ！ 

（ おわりに ） 

言語も民族も利害も考え方も異なる全くまとまりのない１７ヶ国の思惑を調整する事が 

ほぼ不可能であると予想されますが最近画期的な 「別解」 が発表された。 

世界の投資機関８００社に投資分析を提供する香港グループが 「ドイツのユーロ離脱 

の方が混乱は少ない」 というものです。 

欧州危機を日本にとって本当の 「危機」 にしてしまうのも 「チャンス」 に変えるのも 

私達の行動次第です、読者の皆様に於かれましては 「正しい事を主張する人々」 

「経済学の知見を共有する政治家」 を徹底的に応援して頂ければ幸甚の極みです！ 

         

                                                （ 完 ） 


