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責任を負う
将来のソブリン債務危機を軽減するためにこれ以上何かで
きることがあるのでしょうか？ソブリン債務における厳格な
基準や透明性に関する実務を確保するにあたり、より大き
な責任を負うのは借り手でしょうか、それとも貸し手でしょう
か？あるいは、貸し手、借り手双方が責任を平等に負うべ
きなのでしょうか？
過去10年間のソブリン債務による経済危機では、債権者、
債務者双方に過失があったことが明らかになっていることを
踏まえると、こうした疑問に対する答えは重要性を増してい
ます。文書化された、一般に認められる融資の原則がない
ことが、こうした過失が起こる可能性を高めたと言うこともで
きます。また、こうした透明性の欠如によって予防的な措
置、つまり、債務ポートフォリオに対する厳格な監査のプロ
セスが妨げられたとも言えます。このプロセスが行われてい
れば、経済的、社会的、政治的に悲惨な影響をもたらした
債務繰延（リスケジューリング）や債務再編（リストラクチャリ
ング）を防止できたかもしれないのです。
これに呼応して、国際連合（UN）総会は2010年に、UN加盟
国、国際通貨基金（IMF）、世界銀行、各地域の開発銀行、
その他の国際金融機関や利害関係者に、国際連合貿易開
発会議（UNCTAD）による、責任あるソブリン融資を促進す
るイニシアチブの枠組み内で現在進行中の議論を継続する
よう促すことにより、将来の債務危機の阻止に関して債権
者と債務者が責任を共有する必要性を強調しました１ 。こう
した取り組みを通じて「責任あるソブリン融資の促進に関す
る原則（以下、「本UN原則」という）が策定されました。

深刻な悪影響
いろいろな意味で、ギリシャが、今日のソブリン債務問題の
原因や、本UN原則やその実行がなぜ必要不可欠なのかを
示す象徴と言えます。2009年に、ギリシャが過剰な債務を抱
えているのみならず、経済改革を実行する政治的意思もな
いことが明らかになりましたが、ギリシャ債務危機の素地は
それよりずっと前に作られていました。ギリシャ以外に、欧州
の4ヵ国－アイルランド、ポルトガル、スペイン、キプロス－
が、それぞれ根本的な原因は異なるものの、同じような状況
に陥りました。しかし、ギリシャの場合には、破滅的な事態に
陥ったことで、たとえ世界の主要先進国の一部が加盟する
経済同盟である欧州連合（EU）の正式加盟国であっても、持
続不可能なソブリン債務が一国にどれくらい壊滅的な打撃を
もたらす可能性があるかということを世の中に知らしめました。
今日では持続不可能なソブリン債務が最も重要な経済的、
社会的な問題の１つになっています。公債市場の規模だけ
みても、この問題の重要性が示されています。世界銀行によ
れば、世界の政府債務総額は2014年末時点で43兆米ドル
近くに達しています2。特に先進国を中心にして、多くの国が
債務へ大きく依存しており（図1参照）、この傾向は世界金融
危機以降、強まる一方で、先進国の政府債務残高はGDP比
で2007年の70％から2014年には105％を上回る水準まで
増加しています。

図1：政府債務残高の対GDP比率、2001～2019年（2015年以降の数値は推計値3）
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出所：IMFデータマッパー、IMF
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国連総会「マクロ経済政策上の問題：対外債務の持続可能性と発展」、A/65/434/Add.3、2010年12月3日
世界銀行「公的部門の四半期債務残高）」、2014年第3四半期
先進国や新興市場国／開発途上国の定義についてはIMFデータマッパーをご参照ください。http://www.imf.org/external/datamapper/index.php?db=FM
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あらゆる種類の個人の負債や企業の負債の場合と同様に、
ソブリン債務は、適切に調達されれば、経済成長を後押し
し、国家の安定性を高めることができ、それによって世界の
成長や安定に寄与することになります。しかし、日本やイタリ
アなど世界の主要な先進国にランクされる国においてさえみ
られるように、高水準のソブリン債務残高は経済的圧力を高
める原因となり、経済成長の停滞をもたらす可能性がありま
す。あるいは、ギリシャ、キプロス、アルゼンチン、プエルトリ
コなどの場合のように、ソブリン債務の質や規模によって経
済が破たんしてしまう可能性があります。

ソブリン債務危機が誘発する国内の経済的困難に加えて、
債権者によるヘアカット、政治不安、世界の金融市場からの
締め出し、国際機関による資本注入の中止や信用枠供与の
撤回などの対外的な影響も受けることになります。もちろん、
ソブリン債務危機は目新しいものではありません。歴史的に
みれば、1930年代後半や1940年代の欧州、1980年代の中
南米、1990年代のアジアなど多くのソブリン債務危機が発生
しています（図2参照）。

国の割合（%）

図2.ソブリン債務のデフォルトや債務再編の歴史

年
出所：カーメン・M・ラインハート（Carmen M. Reinhart）、ケネス・S・ロゴフ（Kenneth S. Rogoff）「国家は破綻する－金融危機の800年
（原題:This Time Is Different）」2009年
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ギリシャ銀行からの報告書には、債務危機による根深い構
造的な影響の一部が端的に報告されています。つまり、「ギ
リシャでは、財政危機や深刻な景気後退の過程で、失業率
が劇的に上昇するなど一部でマイナスの状況変化が起こ
り、（中略）これが相対的貧困や経済的不平等を悪化させる
一因となったと推測される4」と報告されています。実際のと
ころ、ギリシャの失業率は2008年の第2および第3四半期の
7.2％から2015年の第1四半期には26.6％へ急上昇してお
り、若年層（15歳から24歳まで）の失業率はなんと51.9％、
女性若年層のみでの失業率は57.0％になっています5。

あったら、金融システム上の影響はさらに大きくなり、また壊
滅的であった可能性があり、世界経済に大きな影響を及ぼ
していたでしょう。

しかし、ギリシャの債務危機をさらに厄介にしているのは、
IMFを経由して国際社会に影響を及ぼしていることだけでな
く、ギリシャがEUと金融シ ステム上つながりがある こと
から、他のEU加盟国や欧州中央銀行（ECB）に圧力がか
かっていることです。イタリアなど経済規模の大きな国で

より良い解決策が必要
しかし、国際社会にはいまだ債務危機の解決メカニズムが存
在していないという事実は依然として残っています。ソブリン
債務危機を管理する単一の機関が存在しておらず、またこ
のように一貫した協調的対応が欠如していることに加えて、
IMFや各国の中央銀行などの資金提供機関間で委任権限
に格差があります。

ソブリン債務に係わる多くの問題はマスコミ報道で大きく取り
上げられてきましたが、主にマスコミの注目を集めているの
は潜在的な救済策ではなく、大混乱の様子です。特に現在
のギリシャの場合のように、問題が圧倒的に大きく、非常に
議論が分かれており、また政治的に難しい議論になっている
場合には、こうした状況になることも理解できます。

T.ミトラコス（Mitrakos, T.）「ギリシャにおける不平等、貧困、社会福祉：緊縮財政の分布効果」、ギリシャ銀行、2014年
ギリシャ統計局による2015年6月付「2015年第1四半期の労働力調査」
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公正を期すために、IMFは債務再編メカニズムを実行しようと
したことがあり、ギリシャやアルゼンチンのデフォルトに対処
する過程で既存システムの大きな欠陥が露呈したことから、
既存のシステムの改善措置を提案しています。また、民間
ソブリン債務の再編
債務再編は、長年にわたりソブリン債務危機に対処する
ための一般的な解決策でした。2010年時点で、過去50
年間に95ヵ国で600件を超える債務再編が発生してい
ます。これらの債務再編案件のうちの3分の1未満が海
外の民間債権者に対するものであり、その過半数が銀
行ローンに関するものでした。債務繰延（返済期日の延
長）の実施頻度は債務削減の2倍でしたが、すべての場
合で債権額の削減という形での「ヘアカット」は避けられ
ませんでした。
もちろん、債務再編という手段が使用されるのは通常、
他のすべてのメカニズムが失敗し、債務危機が既に大
きな打撃を与えており、債権者が債務再編しか投資の
一部を回収する方法はないと確信している場合です。

投資家が持つ影響力は限定されています。典型的な例とし
て、アルゼンチンが、米国の連邦地方裁判所で敗訴した後も
強制執行が行われていないことが挙げられます6。したがっ
て、国際社会が予防的な措置を必要としているのは明らか
であり、その予防的な措置は本UN原則に要約されていま
すが、その実施を検証するための具体的なアプローチが必
要となっています。この後、このアプローチを明確にし、考察
していきます。

6
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責任ある融資
無分別な貸出によって無分別な借入が引き起こされること
から、借り手、貸し手双方がソブリン債務の責任を共有する
というのが現在の一般的な認識です。明白なことと思えます
が、借り手と貸し手の権利義務に対するアプローチは、関わ
る事業体や機関によって異なっています。
さらに、受け入れ可能な法的フレームワークが欠如し、各当
事者の責任がほとんど明確化されていないことも、状況を悪
化させるだけです。ゆがんだインセンティブや、「エージェン
シー問題、時間的不整合性、情報の非対称性、モラルハザ
ード」などによるリスクが債務再編には蔓延しています7。
世界的に受容されていると見做される貸し手の権利義務の一
部には以下のものがあります。適切な権限保有者がローン契
約に署名していることを確認すること、（借入金がプロジェク
トに投入される場合には）対象プロジェクトがしっかりしたプ
ロジェクトであることを確保すること、新規ローンの結果とし
て借り手国の債務水準が過剰にならないことを確保するこ
と、ローン条件を適切に開示すること、国連の制裁リストに
記載された国へ貸出をしないこと8などです。
しかし、これらの権利義務のすべてではないにしても、大半
が借り手にも当てはまります。ローン取引の権利義務に関
する共通理解の欠如には代償が伴い、最悪の場合には、債
務による経済危機が発生し、金融不安から社会的一体性の
低下まで国内外で様々な影響を及ぼし、これまでの経済面
や政治面での前進を後退させてしまうことになります。こうし
たソブリン債務による危機の可能性を低減する必要性に応
えて、UNCTADエキスパートグループが上記の「責任あるソ
ブリン融資の促進に関する原則」9を策定しました。現在まで
のところ、13のUN加盟国が本UN原則を承認しています10。

経済政策・調査センター「経済専門家、アルゼンチン国債に関する判決の副次的な影響を緩和するよう議会に求める」、2014年7月31日付プレスリリース。
http://www.cepr.net/index.php/press-releases/press-releases/economists-call-on-congress-to-mitigate-fallout-from-ruling-on-argentine-debt
アンナ・ゲルパーン（Anna Gelpern）「ハード、ソフト、エンベデッド：責任あるソブリン融資の促進に関する原則」、2012年11月付研究報告書第20巻、ニューヨーク大学法科大学
院国際法・国際裁判研究所

8

9

10

これらの制裁は、「武力を行使することなく、国連安全保障理事会が定めた目標を遵守させるよう国家や事業体に圧力をかけることを目的」としています。
http://www.un.org/sc/committees/
UNCTAD「責任あるソブリン融資の促進に関する原則」、2012年
http://www.unctad.info/en/Debt-Portal/Project-Promoting-Responsible-Sovereign-Lending-and-Borrowing/About-the-Project/Principles-on-Responsible-SovereignLending-and-Borrowing/
本UN原則を承認している国は次の通りです：アルゼンチン、ブラジル、カメルーン、コロンビア、ガボン、ドイツ、ホンジュラス、イタリア、モロッコ、ネパール、ノルウェー、モーリタ
ニア、パラグアイ
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借り手と貸し手がソブリン債務の責任を共有するという考え
方に従って、本UN原則には信認義務、説明責任、透明性、
デューデリジェンス、相互責任、債務状況の監視、誠実など
の概念を含んだ原則が、貸し手には7つ、借り手には8つ定
められています。本UN原則の要約は付録に示しています。
類似の原則は大半の国の国内法令に定められています
が、国際的なレベルでの成文化は初めてのことです。

しかし、本UN原則がこれらのソブリン債務問題に予防的に
対処するうえで概念上いかに堅固なものであったとしても、
本UN原則が真に効果的になるためには同原則が真摯に適
用されることが必要となります。本UN原則を実際に運用す
るには、既存の債務管理の実務を検証することから始めな
ければなりません。この検証のための有力な手段の1つにソ
ブリン債務監査があります。

本UN原則は、ソブリン債務の貸し手や借り手の行動を永続
的に変えることによって、ソブリン融資の実務に変化を引き
起こすことを目指しています。UNCTADによれば、「本UN
原則は、国際法で新たな権利や義務を作り出すことではな
く、ソブリン融資に適用される基本原則やベストプラクティス
を特定し、調和させ、体系化することや、国際的なレベルでこ
れらの基準や実務が貸し手、借り手双方に及ぼす影響を詳
説することに寄与する規範となっている11」とされています。

したがって、ソブリン債務監査は、融資実務全体に関して新た
に予防的な規律を促進します。この新しいアプローチによっ
て、将来の問題を最小限に抑えられる可能性があり、また現
在策定中の他の取り組みと合わせて実行されれば、将来の
危機を回避できる可能性があります。

本UN原則は、特に次の3つの目標の実現を追求しています。
• ソブリン融資に関する法律や実務についての共通な概
念的フレームワークを提供すること。
• ソブリン融資に関する責任ある実務についてのコンセン
サスを形成し、かかる知識を普及すること。
• 実行のための支持基盤を構築すること。
予防的な手段としてのソブリン債務監査
国際社会が、債務再編に関する多国間の法的フレームワー
クや効果的なメカニズムの強化を通じて、ソブリン債務問題
に対処するためのより良い方法を必要としていることは間
違いありません。しかし、これらは時間の経過とともに非常
に複雑になり解決困難となる問題を事後的に解決しようと
するものです。IMF自身が指摘しているように、支援は通常
の場合、「小出しで、後手に回る」12ことから、貸し手、借り手
双方が耐えなければならない苦痛は、十分な救済措置によっ
て軽減されることはありません。

11
12

そのため、本UN原則を踏まえて、最高会計検査機関（SAI）
は、その国際組織である最高会計検査機関国際組織
（INTOSAI）を通じて、拡大した公的債務監査フレームワー
クの構築および展開に乗り出しました。INTOSAIによる公的
債務監査を変更し拡大する決定は、直近のソブリン債務危
機が最悪期に入る前で、本UN原則が起草される前の2007
年後半に既に始まっていました。この時期には、過剰な状態
に達しているソブリン債務がさらに急増を続けていることに
対する懸念が既に深刻化していました。
最近まで、SAIによる公的債務監査では、監査対象国の特
定の規則を遵守するための公的債務残高の監査に主に重
点が置かれていました。しかし、本UN原則に基づく改定アプ
ローチでは、融資実務、債務の返済、債務の持続可能性な
どの問題にも拡大されています。SAIの監査対象がこれらの
新領域まで拡大されたことは、公的債務管理に新たな規律
を注入するうえで重要な進展となりました。その証拠として、
2015年11月時点で20を超えるソブリン債務の債務国が本
UN原則に基づく公的債務監査を受けていました。

UNCTAD「責任あるソブリン融資の促進に関する原則」、2012年
IMF「ソブリン債務の再編－最近の動向およびIMFの法的および政策フレームワークへの影響」、2013年4月
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ノルウェーの例
本UN原則の適用をテストするために、ノルウェー政府は自
ら進んでこの公的債務監査を実施する最初の債権国とな
り、ノルウェーの公的債務監査を実施するためにデロイト・
ノルウェーを指名しました。ノルウェーの公的債務監査が本
UN原則に基づく最初の債務監査となりました。UNやUN加
盟国は、ノルウェーの取り組みは、責任あるソブリン債務の
貸付のお手本になるとともに、ここ最近、貸し手（ソブリンで
あれ何であれ）や借り手に無視されることが非常に多かった
国際金融における責任文化の促進のためのより大規模な

SAIは政府の歳入や歳出に対する監査に責任を持つ
国家機関です。各国のガバナンス体制や政府方針の
違いを反映して、SAIの法的マンデート、報告関係、有
効性は国によってそれぞれ異なっています。しかし、
SAIの第一の目的は、公的資金の運用管理、政府発
表の財務データの質と信頼性を監視することです。

国際的な取り組みの始まりとなることを期待しています13。本
UN原則は当初明確に借り手を対象としたものでしたが、
UNCTADは2014年に発表した指針文書の中で「模範的な実
務として、ソブリン債務の貸し手もソブリン債務の借り手に貸
し付けた債務を監査することができる」と言明しました14。さら
にUNCTADはノルウェーがこの「模範的な実務」を実行した
最初のソブリン債務の貸し手であるとも述べています。

「世界に先駆けて、ノルウェー政府が開発途上国に貸し
付けた公的債務残高について外部監査を行うと発表し
たことに対して貧困撲滅運動活動家から称賛の声が上
がっています」
2013年8月20日付「ザ・ガーディアン」の記事「ノルウェー、
開発途上国の債務監査で先導的役割を果たす」

デロイトが監査した債務ポートフォリオは、ノルウェーの新興
市場諸国に対する輸出信用残高から成っていました。このよ
うに、ノルウェーは債権者としての責任を確実に果たすため
に、債務契約の独立した透明性のある調査を実施する最初
の国になりました。
新しいINTOSAIの推奨アプローチの下で公的債務監査は変
化しています。公的債務監査では、内部の管理上の問題に
対処し、実際の公的債務と偶発的な公的債務の両方を究明・
測定するだけでなく、予算や財務の状況、公的債務、金融市
場、債権者の間の相互関係も考慮しなければならないとされ
ています。
したがって、監査の対象範囲は、新たなフレームワークが導
入される前によくみられたように、政府業務の規則性を検証
することだけに限定されるのではなく、政府支出の資金源とし
て借入資金を使用することの妥当性や、借入コストが最小限
に抑えられていることなどの検証も含んでいます。
ソブリン債務監査プロセスに関する最も大きな改善点の1つ
は、ソブリン債務監査がただ単なる財務監査やコンプライアン
ス監査だけでなく、現在では業績監査の役割も果たすことに
なっていることです15。これら3つのアプローチすべてを活用し
た監査によって、客観的かつ健全な検証が確実に実施される
ことになります。

13

14
15

UNCTADの2012年8月22日付プレスリリース「ノルウェー、UNCTAD原則に基づいて債務監査実施」
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=231.
UNCTAD「責任あるソブリン融資に関する指針」の2014年6月8日付草案 http://www.unctad.info/upload/RSLB%20Guidelines_for%20official%20consult.pdf.
業績監査とは、政府事業体や非営利事業体が利用可能な資源を使用するうえで適切な経済性、効率性、有効性を実現しているか否かを評価するために、当該事業体のプ
ログラム、機能、業務、管理システムや手続きなどを独立して検証することをいいます。
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ノルウェーの公的債務監査はどのように実施されたか
ノルウェーの公的債務監査は、ノルウェーが新興市場の7ヵ
国と締結している債務契約34件のポートフォリオが対象とな
りました。これらの債務契約の大半は締結後20～30年経過
しており、債務元本は総額で１億7000万米ドル近くに及ん
でいました。公的債務監査では、債務契約に係わる過去と
現在の規則の両方に基づいて債務ポートフォリオのコンプ
ライアンスやパフォーマンスが評価されました。また、責任
あるソブリン融資のUN原則は当該債務ポートフォリオの新
基準と同水準であるかどうかを確認するために使用されま
した。使用された過去や現在の規則の中には、ノルウェーも
加盟している経済協力開発機構（OECD）によって定められ
た規則も含まれていました。そのため、監査チームは、本監
査の対象となった34件の債務契約に係わる膨大な量のファ
イルや融資文書を精査することになりました。
2013年8月13日付「ザ・ガーディアン」では次のように報じら
れています。「この報告書は将来実施される公的債務監査
のためのロードマップとして作成されました。デロイトの監査
人は本UN原則に関するフィードバックを提供していますが、
特に本UN原則が一段と明確化することを促しており、また
本UN原則をより運用に適したものとする方法を提案してい
ます」
責任ある融資に関する原則＋ソブリン債務監査＝責任ある
ソブリン融資
2013年に実施されたノルウェーの公的債務監査は初めて
の試みとなるテストケースでしたが、これは、おそらく今後よ
り多くのソブリン債務監査が実施されるようになる前兆であ
ると考えています。最初は、公的債務監査はSAIによって行
われるかもしれませんが、貸し手と借り手がソブリン債務の
質や健全性に対して独立した意見を得られる、（2013年の
ノルウェー公的債務監査のような）民間監査法人による独
立した監査の実施がまもなく求められることになるでしょう。
やがて、銀行や年金基金などの民間セクターの機関が監査
を通じて、自らの投資ポートフォリオや新たな貸出実務が本
UN原則に従っていることを保証しなければならなくなるで
しょう。
特に、現状を変えることになると考える側面が2つあります。
• 貸し手、借り手双方のソブリン債務の責任に関する考え
方の変化：本UN原則ではーようやく、ー貸し手、借り手双
方が責任ある融資の責任を共有することが明確に示され
ています。ソブリン借入に関しては他にはない特徴とし
て、過ちを許容しないため、このように貸し手、借り手によ
る責任の共有を明確化することは重要です。企業や個人
の債務者とは異なり、ソブリンは、正式な破産手続きを

利用して、定められた規則に従って支払い不能な負債を
変更することができません。したがって、法的な観点から
は、ソブリン債務に関しては債権者の同意や協力を得る
というプロセスが欠如しているという事実が根深く残って
います。残念ながら、前述の通り、債権者の同意や協力
を求めなければならないプロセス－つまり、ソブリン債務
の再編－は依然として予測不可能で無秩序のままです。
• 公的財政の長期的な持続可能性を確保するための手
段：公的債務監査は－国連総会で強調されている通り－
債務の持続可能性を確保する手段となる可能性があり
ます。現在の公的債務に係わる課題にはそれ以外に、
既に債務支払いに窮している債務国などの短期的な問
題の解決があります。したがって、債務の再編や債務の
繰延などを含む、場当たり的な、通常短期的で問題後追
い型のプログラムへの依存度を減らした、持続可能な債
務実務を支える堅固な長期的代替策が必要とされてい
ることは間違いありません。
要するに、責任あるソブリン融資の促進に関するUNCTAD
原則を、厳格なソブリン債務監査の実務と組み合わせること
によって、持続可能な融資が世界的規模で強化、下支えさ
れることになると考えています。
結論
デロイトによる2013年のノルウェー公的債務監査に関する
報告書は、ソブリン債務監査に関する最初の報告書です
が、これが最後となることはないでしょう。デロイトの経験か
ら、ソブリン債務監査によってその国のソブリン債務状況が
新たな観点から見直されることが示唆されています。2013
年のノルウェー公的債務監査報告書では、債務監査が技術
的、政治的両方の観点から、財政の長期的な持続性を確保
するための有益な手段になりうることが示されています。
責任あるソブリン融資は非常に困難な取り組みです。今後
のソブリン債務危機を軽減するための本UN原則を実行する
うえで有力な手段となるのが、ソブリン債務監査です。ノル
ウェーの例でも示されている通り、厳格な独立した監査が一
般的な実務となるのも間近でしょう。
借り手国が今後、本UN原則に適合して借入資金を調達で
きるようになり、それによって、ギリシャなどの国において深
刻なソブリン債務問題が既に引き起こしたデフォルトや債務
再編の膨大な経済的・社会的コストが今後回避されることが
期待されています。ソブリン融資に関する新たな世界基準と
共に、ソブリン債務監査がこの解決策の一部になる可能性
が高いでしょう。
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付録
責任あるソブリン融資の促進に関するUN原則
UNCTADのワーキング・グループによって策定された原則
の要約です。これらの原則はまだ議論や討議の俎上に載っ
ています。

貸し手の責任
原則1：代理
貸し手はソブリン融資の取引に関与する政府関係者が（代
理を務める国家や国民に対して）公共の利益を守る責任を
負っていることを認識しなければならない。
原則2：十分な情報に基づく意思決定
貸し手は借り手国が十分な情報に基づいて借り入れ決定
をできるように情報提供を行う責任を負う。
原則3：正当な承認
貸し手は、資金調達が適切に承認されており、与信契約が
関連する法的管轄区域で有効かつ法的強制力があるかど
うかを見極めるよう最大限努力する責任を負う。
原則4：責任ある融資決定
貸し手は、利用可能な最善の情報に基づくとともに、デュー
デリジェンスや国民勘定に関する目標や合意された技術的
規則に従って、借り手国の債務返済能力を現実的に評価
する義務を負う。
原則5：プロジェクトへの資金供給
借り手国のプロジェクトへ資金供給する場合、貸し手は、財
務的影響、運用上の影響、国民への影響、社会的影響、文
化的影響、環境的影響などを含め、当該プロジェクトから生
じる可能性のある影響について、独自の事前調査を実施す
るとともに、該当する場合には、資金供給後に監視を行う
責任を負う。この責任は貸し手の技術的専門性や資金供
給額に比例したものでなければならない。

原則6：国際協力
すべての貸し手は、政権に対する国連の制裁に従う義務を
負う。
原則7：債務再編
特定の国が債務を返済できないことが明らかである場合に
は、すべての貸し手は誠意と協調的精神を持って行動し、か
かる借入債務を合意に基づいて再調整する義務を負う。債
権者は当該問題を早期かつ秩序だって解決するよう努力し
なければならない。

借り手国の責任
原則8：代理
借り手国の政府は国家の代理であることから、借入債務契
約を締結する場合には、国民の利益を守る責任を負う。該
当する場合には、借り手は、貸し手の組織に対する貸し手の
代理としての責任も考慮に入れるべきである。
原則9：拘束力のある契約
ソブリン債務契約は拘束力のある義務であり、尊重され守ら
れなければならない。とはいえ、例外的なケースが発生する
可能性がある。経済的必要性によって、借り手が債務の全
額返済や期限通りの返済の両方またはどちらか一方を行う
ことができないことがある。また、所管の司法当局が法的防
御を生じさせる状況が発生したとの裁定を下すかもしれな
い。借り手の経済的必要性によって、当初の融資契約条件
の変更が不可避となる場合には、原則7および15に従わな
ければならない。
原則10：透明性
資金の調達プロセスや、ソブリン債務に関する義務および責
任を負うプロセスは透明でなければならない。政府は、手続
き、実行責任、説明責任を明確に定義した包括的な法的フ
レームワークを確立し、それを実行する責任を負う。政府
は、特に政府関連の事業体による保証契約を含め、公的借
り入れ、その他の資金調達が適切に承認され、監督されるこ
とを確実にするための仕組みを整備しなければならない。
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原則11：開示と公表
融資契約の関連条件は、借り手国により、オンラインを通じ
て、国民を含むすべての利害関係者に対しタイムリーに開
示され、一般的に入手可能であり、また自由にアクセス可
能でなければならない。借り手国は、標準的な報告要件に
適合し、債務状況に関連する、経済状況や財務状況に関す
る完全かつ正確な情報を開示する責任を負っている。借り
手国政府は、関係者からの関連情報の提示要求に対して
公開で回答しなければならない。情報公開に対する法的制
約は、明白な公共の利益に基づき、合理的に使用されなけ
ればならない。
原則12：プロジェクト資金の調達
プロジェクト資金の調達に関して、借り手国は同プロジェクト
や資金調達による財務的影響、運用上の影響、国民への
影響、社会的影響、文化的影響、環境的影響などに関して
徹底的な事前調査を実施する責任を負う。借り手国はかか
るプロジェクトの評価結果を公表しなければならない。

原則13：適切な管理と監視
借り手国は、適切な債務管理を確実に実行するために、債務
持続性や債務管理に関する戦略を構築し実行しなければな
らない。借り手国は、地方政府レベル含め、偶発債務も把握
する効果的な債務監視システムを整備する責任を負う。監査
機関は、借り手国の直近の借入債務を定量的、定性的に評
価するために、当該国の債務ポートフォリオに関して、客観
的、専門的、タイムリーかつ定期的な独立した監査を実施し
なければならない。かかる監査における発見事項は債務管
理の透明性や説明責任を確保するために公表されなければ
ならない。監査は地方政府レベルでも実施されなければなら
ない。
原則14：過剰債務の回避
ソブリン借入を行おうとする場合には、借り手国政府は費用
と便益を比較検討する責任を負う。ソブリン借入を行うことに
よって、追加の公共投資や民間投資の実行が可能となり、ま
た予想される社会的利益が予想金利と少なくとも同等である
場合には、借り手国政府はソブリン借入を模索すべきである。
原則15：債務再編
ソブリン債務の再編が不可避となる場合には、債務再編は
迅速、効率的かつ公正に実施されなければならない。
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