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前文 

 

新しく効率的な、グローバルガバナンスへの道を切り開いて前進

するのか、或いは、談話と厳かな宣言が行動をリードするもう一つ

のただのＧ某（何カ国かによる有力国会議）になるのか。Ｇ20 は、

今、決定的な転換点にある。地球上の国や政府の長が会する場は何

回あっても悪いことではない。それどころか、共通の問題について

の意見や、それらの問題の評価の仕方を他国と交換することが、長

期的に各国での政策設計に良い影響を与えるであろう。 

 そんな中、一方で、今回の危機後、Ｇ20 は高い期待を抱かせなが

らも、 初の会議ではその期待にほぼ応えることができた。そして

他方で、世界が今日直面している問題、特に、長期的性格を持って

いるだけに、根気強い行動への決意を必要とする問題は、今までに

なく喫緊のものとなっている（いくつかの例を挙げると、開発、気

候変動、格差、民主主義への投資等）。 

世界が今日直面している危機は、各国の経済が強く相互依存しあ

っているということを忘れて、あたかも各国が特定の問題を解決す

るに際して他国に影響を与えることが無いかのように対応し、彼等

がその経済政策を「再国家主義化（renationalization 仮訳）」して

いることにある。状況が逆説的なのは、危機の再発と、世界の公共

財の破壊の亢進との双方を回避したいという問題がいよいよ切迫し

てきた正にその時に切迫感が消えてしまおうとしているのである。

Ｇ20の責任はこのように相当の大きさものとなるのである。Ｇ20は、

我々をこのような状況から抜け出させ、より持続的な成長が可能な

未来をつくり、環境にもっと優しく、そして生産された果実が国内

的にも国際的にもより公平に配分される、そんな働き方をすること

ができる。さもないとＧ20 は、平常時と比べたら格段に思い通りの

政策を実行する余地が大きかった時期にも拘わらず、課せられた課
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題を果たせなかったとして、歴史の前に責任を負うことになるであ

ろう。 

 このために、自分達でできることを考えようと決意した世界市民

であるということ以外に条件もなく、「専門家の集団」が集まったの

である。彼等にはその検討を通して、この世界の有力者への何か有

益な提言を生み出せるに違いない、と期するものがあったのである。

自身達をパリグループと名付けたこのグループは、今年のＧ20 の行

方を決定する主宰役を務めるフランス共和国大統領の招請によって

組成された。二人の議長にはメンバーの選出について完全な裁量が

与えられた。議長席の唯一の責任は、G20 が直面している課題につい

て 高レベルの専門性を持ち、国際経済統治システムの改善を確保

する仕事への献身的姿勢を持った、メンバーの分散したグループを

組成することであった。 

 議長席による総括文書の後に続く章は、メンバーの間での討議の

総括とメンバーによって書かれた準備文書からなっている。＊ 

（訳註：今回、本書で翻訳をしたのは、「議長席による総括文書」の

みである。） 

 

ジャン＝ポール・フィトゥッシ、 ジョセフ Ｅ．スティグリッツ 
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第一部：議長席による総括文書 

  

 

Jean-Paul FITOUSSI 
OFCE, Paris and LUISS, Rome 

Joseph E. STIGLITZ 
Columbia University 

 

 

 以下の文章は、Ｇ20 の議題について行われた或る経済学者グルー

プでの討議とフランス共和国大統領への提言を要約したものである。

グループを構成する経済学者は地域的には、アジア、ヨーロッパ、

ラテンアメリカと米国とを代表し、分野的には、学会、金融界、政

府機関、実業界等、経済学のあらゆる舞台を（但し、皆、個人的立

場で）代表している。グループのメンバーは二人の議長席によって

自由に選ばれた。そしてこのグループの構成と、国連の諮問による

国際通貨金融システム改革についての専門家委員会の構成との間に

はかなりの重複があった。グループの会議は、2011 年 1 月 5 日、パ

リ、ベルシーの経済産業雇用省によって用意された。グループは６

日にフランス共和国大統領とワーキングランチを共にし、中心的な

結論を報告すると同時に、率直な議論をした。 

 

１．切迫した状況 

 

 Ｇ20 は、今、決定的な転換点にある。Ｇ20 は 2008 年終わりから、

2009 年初めにかけて世界経済危機への対応に於いて大きな成功をお

さめた。危機はたくみに対処され、危機だったなら明瞭に現れてい
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たはずの様子が見られなかった。特に、2008 年の危機の厳しさ、危

機の発生とその世界中への拡がりの速さの原因ともなっていた経済

理論が広く普及していたことを考えると、当時の危機への対処の難

しさは尚更であった。このことは 1930年代との重要な違いとなった。

行動の勢いで、市場への介入を抑制するドグマがかなり早く放棄さ

れたのである。大戦間時代の非協力主義政策に直接対比して見ると、

例え、対処に関与している機関が弱点を持っていたり、正当性を欠

いたりしていても、今日求められているものは現時点で可能な限り

高の、世界レベルでの協調であったということが良く分かったの

である。2008－2009 年は、こうしてＧ20 の影響力が高められた年と

して、又それとの比較に於いて、Ｇ８の影響力が弱まり、真にグロ

ーバルなガバナンスの必要性に益々多くの人々が気付いてきた年と

して記されることになった。つまり、そこには世界的な対応を必要

とする世界的な危機があった。そしてＧ20 が国際的な対応を助けた

のである。強力な景気刺激策の実行と、保護主義的手段の回避を引

き受けるという協調的行動は、その時点で危機がもう一つの大恐慌

となることを回避させてくれた。しかし、それ以降、その結束感と

いったものは空気のように消えてしまった。Ｇ20 の初期の成功は分

かち合った展望と分かち合った利益を基礎にしていた。その時、世

界全体が不況や景気後退の共通の脅威に直面しており、そこには銀

行を救い、経済を刺激するために景気下降と闘う唯一の道は強力な

政府行動だという共通の理解があった。しかし、それ以降、状況や

認識の著しい分岐が生み出されてきた。主に新興国であるが、確固

とした成長に復帰した国もあれば、高い失業率の泥沼にはまってい

る国もあった。或る国は金融的に逼迫し、緊縮政策を強いられてい

た。しかし、このような逼迫に直面していなくても、このような政

策が成長を回復してくれると信じ緊縮政策を選択する国もあれば、

これらの政策では全面的な回復が遅れてしまうと主張する国もあっ
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た。先進国の中には、新興国の政策は先進国の雇用を犠牲にして成

長を遂げようとするものだと非難する国もあった。他に、経済成長

の回復を目指す先進国の政策は新興国にバブルと不安定性をもたら

す懸念があるとか、新興国の強く安定した成長は先進国にも有益で

ある等…。状況や認識の著しい分岐を持ちながら、協調的政策を発

展させることは難しい。更には、協調的行動達成に失敗することか

ら利益を得る人々もいる。金融市場に働く多くの人は、国際金融規

制の弱い現在の状態を好ましいと思っている。 

 

 近のいくつかのＧ20 会議は、失望させる内容だったと言われた

としてもあまり驚かないであろう。フランスが議長国である内に開

かれるＧ20(2011/11/3-4)が成功しないとＧ20 の重大な社会問題と

の関連が問われるであろう。上記に記されたような状況下にあって、

分数の通分をしたような合意は、世界が直面している課題に応えて

いないとして失望的に見られるであろう。 

 

 2008-2009 年にかけては、あれほど強力に見えた諸国間の結束が失

われた理由を説明する要因は沢山ある。中でも二つのことが、将来

の政策設計に与える影響力という点で、特に重要に思われる。一つ

は、公債の持続可能性への懸念が大きくなってきたこと（健全な公

債発行国のものを含め）。これは、危機の結果、ほとんどあらゆる

国でかなりの規模で増加した。今一つは、競争力への懸念から、経

済の需要サイドより供給サイドの方が重視されるようになってきた

ことである。この二つの要因が結びつくことによって国の政策が内

向的性格を強め、結果として国際的には非協調的になる潜在性を高

めている。この進化は、部分的には実際、学説上の性格を帯びてい

る性質によるものである。フランス語で「供給を探せ(cherchez le 

supply)」という言葉は危機以前の経済思想の中心に位置していたも
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のであるが、それが息を吹き返してきたのである。この経済思想の

信者たちは、ケインズ主義が政治の舞台に帰ってきた短い期間は沈

黙を守り、今再び頭をもたげ、政府の浪費的支出と持続不可能な債

務を積み重ねてきたことを非難してきた。ケインズ主義者という言

葉は再び否定的なイメージを引きずる様になった（特に欧州ではそ

の傾向が強い）。 

 

２．何がなし得るか 

 

 私たちのグループは中心的な経済問題と考えられるものに検討の

焦点を置いた：今日のマクロ経済的状況、国際金融通貨システム改

革、気候変動、金融部門改革、開発とグローバルガバナンスである。

どの分野でも私たちは以下のように問い返した：(a)それに基づいて

コンセンサスづくりが可能な、国際システムの将来の方向について

の幅広い展望が示されているか、(b)何か、展望の一部を実現できる

実証中の証例があるか、(c)限られた規模のものでもいいから、それ

に基づいて何か合意することができる現時点での行動はあるか。 

 

 あとに続く討議が証明するように、いくつかの分野で、私たちグ

ループの意見は完全に一致しているか、或いはほとんど完全に一致

していた(広く共有されたコンセンサス)。それにも拘わらず、過去

においては、一、二或いは三ヶ国が反対をし、意味のある前進を妨

げた。これらの事例の中には、妥協的な解決法を工夫できるものが

あるが、他の事例ではこうしたことができない。グローバルな利益

と考えられているものが、たとえそう見えなくとも、実際にはその

国の国益であると説得することは難しい。もちろん国際協力の正当

性は、重大な外部性が存在する場合、個々の国が狭い目的を持って

近視眼的な自己利益を追求することにあるのではない。各国がそう
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することから生まれる均衡は非効率である。それがなぜグローバル

な集団的行動が必要かの理由である。 

 

 Ｇ20 は、全会一致の原則が会の機能停止に導くのを許してはなら

ない。このようなことがあることを認めるならば、サブ・グルーピ

ング制をも承認するべきである。同制度は、他国の加盟に開かれた

取極めを伴う協調的、協働的行動として進められる。しかし、他国

は加盟を強制されないという寛容な理解を伴うものである。このよ

うな先進的試みは主に地域ブロック周辺では既に始まっている。し

かし、地域の枠を越えた共通利益もあり、Ｇ20 はこのようなイニシ

アチブを開発していく場となり得る。こうしたイニシアチブの成功

は、他の国にこれらの共同行動に参加するようプレッシャーを与え

ることになると懸念するかも知れない｡1 「クラブ」が結成された後、

クラブに加わることの優位性がより明らかになるであろう。 

（1.現時点に於いても、Ｇ20 の全てのメンバーが WTO に加盟しているわけではない。） 

 

 危機自体が、長年にわたり広く信じられていた市場経済について

疑いを挟んだ（しかし、信じられていたと言っても、一致した共通

認識として共有されることはなかった）。特に危機は、自由な市場

は必ずしも効率的でも、安定的でも、自己修正的でもないことを明

らかにした。これらの信念に基づいた自由化と規制緩和の政策は、

危機をもたらし、危機をあっという間に世界に拡げた。エージェン

シー問題や外部性に関連したものを含めて市場の失敗が一般化した。

社会と個人、経費と便宜がしばしば良く整合していなかった。そし

て、これらの歪みは、行き過ぎたリスクテイキングがあっただけで

なく、技術革新へのものを含む歪んだインセンティブもあった金融

市場で特に明らかであった。しかし、いくつかの国や地域では、危

機の教訓の全てが含意されたものが受け入れられたわけではなかっ

12 

 

た。危機は単なる幕間（短い幕間）ではない。危機後の世界は危機

前の世界と似ていてはならない。しかしながら、結果を原因のよう

に叙述して、この危機の物語を書き替えるように求める大きなプレ

ッシャーがある。もっとも著しいのは、公的債務を増加させた廉で

政府を攻撃するのである。私達は危機前の世界に帰ろうと努力して

いるわけではない。市場と国家の間のより良いバランスを作るため

に努力しているのである。 

 

 各国はこれらの件について自国経済の文脈から説明する責任を持

っている。そしてＧ20 は、国境を越えた外部性が強まってきた時に、

これらの問題について説明する責任がある。そして、グローバリゼ

ーションの世界ではこれらは極めて一般的なものとなる。 

 

３．マクロ経済的協調 

 

私達のグループが感じているのは、2011 年は全体として 2010 年よ

り弱め、アジアの成長は引き続き強いが、しかし、中国はその成長

がなだらかになりそうである。米国と欧州については公式な刺激策

の終了に伴って金融市場の混乱が継続するという下振れリスクが   

ある。そして、欧米が正常レベルの失業率に戻ることは考えにくい

（正常は、危機前の数字を言う）。大西洋の両側ともが大量失業で

特徴付けられるのは、第 2 次大戦後初めてのことである。 

 

 危機の先駆けとなった、或いは危機の原因となった多くの問題に

ついては、これまではまだ適切な説明がされていなかった。或る場

合には、危機自体が問題を悪化させる。米国では、例えば銀行貸出

は引き続き抑制されており、中小企業に特に好ましくない影響を与

えている。不動産担保の抵当流れは引き続き速いペースで進められ
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ている。既に抵当流れしてしまった 7 百万戸近い数字に、2011 年に

は恐らく 2 百万戸以上が追加されることになる。家屋価格も多くの

予想では一層停滞しそうだし、さらに下落する見通しである。銀行

の集中が進んでいる。銀行規制面で一定の改善がなされたにも関わ

らず私達グループは、今日までに行われてきたことでは不十分であ

ったと確信している（下の議論を見よ）。新たな危機を回避すると

いう課題に対しても、また、銀行を（賭け、投機、トレーディング、

略奪的融資、或いは決済機構の独占的地位を乱用するのでなく）そ

の核となる健全な融資業務、特に中小企業に対する融資に回帰させ

るという課題に対しても不十分であった。危機の始まりに於いて政

府は正当に行動し、銀行を救済するに当たってもステップを踏んだ。

しかし、現存する不公正を拡大していることが見た目にもわかるよ

うな仕方で行い、そうしてきたことによる政治的結果を評価しよう

ともしなかった。潜在的であれ、このような大きな金額を金融シス

テム救済のために、「このシステムは公共、民間経済をファイナン

スする公共の使命に 後には戻ってくる」という、真の保証を求め

ることなく充てることは緊急事態としては正当化されるかも知れな

いが、しかし、これでは将来への配慮を欠いている。今日までに金

融ロビーは影響力と、例えその規制が金融システムをよく機能させ

るものであっても、彼等の利益に悪影響を与える規制には反対する

能力を既に取り戻しているのである。 

 

 「脆弱な世界の総需要の原因となる基本的諸問題も悪化した。国

連諮問委員会 2 は、高いレベルの格差と大きい外貨準備高需要を二

つの重要な要因として特定した。ボーナスでさえ目覚しい速さで復

活してきたのに、高い失業率が労働の価格交渉力を弱めてきた。あ

る先進国では、政府がこういう状況を利用して、労働力市場の弾力

化を進め、社会福祉を弱めることを目指す（危機以前の）プログラ
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ムを遂行しようとしている。これらの仕組みが危機の 悪の結果か

ら経済を守るバッファーになっているにも関わらずである。結果は

少なくともいくつかの国では、既に高いレベルにある格差が一層拡

大していくリスクの発生である。 

(2. Joseph E. Stiglitz and Members of a UN Commission of Experts, Reforming the 

International Monetary and Financial Systems in the Wake of the Global Crisis 

《The Stiglitz Report》, New York: The New Press, 2010. 邦訳版：「スティグリ

ッツ国連報告：国連総会議長諮問に対する国際通貨金融システム改革についての専門

家委員会報告」訳者 森 史朗 発行所 水山産業株式会社出版部「BOOK工房」2010.10)

「二つの要因」については、同書第二章「マクロ経済的問題と視点」p.36-42参照。 

 

 前世紀末から始まった外貨準備高の著しい積み増しは世界の総需

要を弱めた。各国が外貨準備高として別にしているマネーは、各国

が使う予定のないマネーである。これらの諸国は危機に対応するに

当たっても大きな外貨準備高のおかげで良いポジションにいること

ができるという事実によって恐らく勇気づけられ、外貨準備高の積

み上げは続けられた。 

 

 この外貨準備高についての討議は国際マクロ経済的均衡を決定す

る上での国際外部性の重要性を解りやすく説明していた。或る一国

による行動が意図していなかった反対効果を他国に及ぼすことがあ

る。大恐慌についての検討は、隣人窮乏化政策が景気の一層の下落

の原因となったように、これらの外部性に照明をあてるものであっ

た。Ｇ20 が保護主義への抵抗を励ますのに成功した（但し、重要で

はあったが、完全からは程遠かった）のは、この型の外部性をコン

トロールしたからであるが、外部性そのものは拡がり満ちている。

一国の経済成長はその他の国の利益となる。それは、ケインジアン

の協調的景気刺激策を擁護する議論の一つである。その逆も又真で
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ある。或る国の財政引き締めは、他の国へ溢れ出す。そして、一国

での金融セクターの規制の失敗は、同様に世界中の他の国々へ大き

なコストをもたらした。危機に続いて協調的景気刺激政策にも失敗

することは、このような外部コストを課されるリスクが存続するこ

とを意味する。グローバル化した世界では、一国での流動性の増加

が他の国へ影響を与えることになる。流動性創出による資金の受け

取り手は、必ずしもその創出国で資金を使う必要はないのである。

まさに、主な影響が他国に現れるということさえあり得るのである。

協調のないところでは、各国とも政策の対外効果は考慮せず、政策

の国内効果に焦点を置こうとする。財政支出に対する国際乗数の方

が国内乗数より大きいが、このことは、例えば世界景気が下降局面

にある時には財政による景気刺激策は小規模なものになりがちなこ

とを意味する。 

 

 自由貿易とグローバル化を推進してきた各国政府が、各国経済間

の相互依存の増大という結果をこうもしばしば無視するとは驚きで

ある。 

 

 こうした状況下にあって、私達グループは、欧米政府は、自国だ

けで何ができるかを考えるだけでなく、強力で持続可能な成長政策

を維持することが不可避の課題となっていると考える。米、独、仏

のように低金利調達ができ、高成長公共投資機会（教育、インフラ

整備、科学技術等）を持っている国は、例えそのために、短期的な

赤字を増やすことになってもそうするべきである。このような投資

は、失業を減らし、経済を成長させるだけでなく中期の国内の債務

対 GDP 比率を下げたかもしれない。支払い利子の増大を相殺する以

上に経済が成長し税収が増えるからである。結局金融機関を救済す

るためにとられた非伝統的で革新的な手段が付随的なリスクを伴い
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ながらも金融市場の崩壊を回避させた。同様な確固とした非伝統的

で革新的な手段が経済成長と雇用の回復のためにとられなければな

らない。しかし、高成長投資への支出に焦点を置いた、伝統的なア

プローチによるものであっても、少なくともファイナンス・アクセ

スに心配のない、これらの国では中長期にわたって、高成長と、低

い借入-GDP 比率を維持できそうである。 

 

 貯蓄と高成長分野との間の資金循環が重要である。ここには、広

く誤って導かれた、世界の問題は貯蓄の余剰から起こっているかの

如く（例えば中国のように）公式化されたところがある。そこには、

中国にもっと消費をするように求める勧告まで付いている。世界は

直面している多くの問題を解決するためもっと多くの投資を必要と

している。問題としては、気候変動への対応、貧困、大きな構造的

な変化への対応（例えば、現在経験中の「都市化」）等があげられ

る。危機は貯蓄の過剰から起こるのではない。そうではなく、貯蓄

を社会還元の高い分野に資金融通することに民間金融市場が失敗す

ることから起こるのである。この問題をどう解決するかは、Ｇ20 が

直面する重要な挑戦の一つである。 

 

A) この課題は一部に、リスクシェアリングのための制度的取極め

の創設を含む。そのためここでの貯蓄者はリスクを負う必要は

ない。又、単純に米国に融資をするよう勧誘することはない。 

B) この課題は一部に、専門投資ファンドの創設を含む。これらの

投資を引き受けるための専門化された知識と金融手段をつくり

だすものである。 

C) 気候変動のための投資の分野では、高い炭素価格をつくりだす

ことが不可欠である。 
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 時々、気候変動や開発推進問題は、先送りされるべきだという議

論がなされる。欧米における議論の焦点は経済の回復であるべきだ

ということで、そのように議論されている。私達グループは、この

考え方は誤りだと信じる。これらの分野への投資こそが復興の中心

となり、成長の潜在力を増大させながら、それらはニューウェイブ

の技術的前進の出発点となるのである。経済復興と気候変動の解決

は、補完関係にあり、代替関係にあるのではない。 

 

短期と長期の双方の実績を評価するためには一層の開発と、幅広

いデータ入力、経済実績・社会発展のより良い尺度、例えば一人当

たり GDP だけでなく、正確に計測された家計収入とその分配そして

持続可能性を勘案した尺度を利用する必要がある。それ故、「経済

実績と社会発展の尺度についての国際諮問委員会（仮訳）」の先導

による作業をＧ20 が支援表明することは重要である。このような尺

度は、例えば危機以前であっても、いくつかの国では成長を示して

いるようでありながら、そのほとんどの国民は所得の減少或いは停

滞の中にあったことを示したであろう。このような尺度は、少なく

ともある状況のもとでは、実現されつつある成長が膨大な負債に基

づいており、持続可能性を欠くという重大なリスクを明るみに出す

ことになったであろう。 

 

この諮問委員会は、その仕事の中で、自分達は福利の幅広い尺度

を開発する必要があるということも強調していた。雇用とディーセ

ントワーク（ＩＬＯが推進中の、権利が保障され、十分な収入を得、

適切な社会的保障のある生産的な仕事…訳者）は経済安全保障と同

様大切である。それは単に所得を生み出すためだけのものではなく、

それが支える尊厳と自尊の意識のためでもある。 
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近のＧ20 会合は国際収支の不均衡に焦点が当てられている。個

人や国がある期間借入をし、他方が貸出をすることは勿論自然なこ

とである。問題は、例えば持続不可能な（或いは不合理な）不均衡

の指標があるかということである。石油価格が異常に高騰し各国が

資金の一部を雨の日に備えて、資金を別に蓄えることは、高い貯蓄

をしたことに対し賞賛されるべきである。一方、私達グループは、

良い指標とはどの様なものか確認する難しさを実感していた。私達

は、雇用と格差を適切に勘案しないのは誤りだと感じていた。（例

えば、一時的に高い失業率に直面している国は大きな財政赤字を持

つことを正当化される。このような赤字が大きな貿易収支の不均衡

に導いたとしても…。）金融市場は、しばしば、余りに狭い指標の

セットを、しかも誤った指標を見ている。誰も会社全体を見ようと

しない。そして負債の増加について簡単にコメントする。本当の焦

点はバランスシートにある。しかし金融市場は企業の負債に行き過

ぎた狭い見方を概して持っている。同様に、財政赤字のレベルに焦

点を当てつつ、失業レベルや、どの様に資金が使われたのかを考慮

に入れないことは、強調すべきものを 終目的から、中間的なもの

に移し、持続可能性についての誤解を与える説明をしている。 

 

Ｇ20 は、環境や社会的持続可能性だけでなく、政府と国民資本勘

定の枠組みを含む、経済のより良いものさしをつくりだして行ける

ようにするべきである。何が投資なのか明確に特定するのは難しい

が、いかなる政府経費も投資とは見なさないという現在の扱いは、

明らかに誤りである。 

 

 一般的に中央銀行の協調はうまくいっている、特に危機の直後の

協調は印象的であったと見られている。しかし、危機が回復に向か

うに従って、財政政策についての結束感も擦り切れてきたように、
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金融政策も同様であった。私達グループは以下のように強く考える。

米国の量的緩和策（QE2）という金融政策は新興国市場に強いマイナ

ス影響を及ぼした。そのことを米国は充分に勘案していなかったよ

うに見える（前に述べた一般理論と整合的）。米国は、国際金融シ

ステムが意味するものを十分考慮に入れていなかった。各国は、実

質為替レートが高騰してゆくことに抵抗するために対応している。

（時にコスト高なものとなる）介入だけでなく、税制、為替管理等

も利用している。これらは米国金融政策の目指していた為替レート

を回避することができた（ちょうど他国の関税政策が近隣窮乏化関

税政策を無効にしたように）。しかし、それは国際金融市場を分裂

させた。グローバル化に対する批判家に取ってはこの市場分裂は好

材料である。これは皮肉なことであるが、国際金融市場統合をもっ

とも盛んに主張してきた一人が市場分割問題に責任ある立場にいた

事になる。Ｇ20 はグローバリゼーションがどのように相互依存をも

たらし、外部性の重要性を増すかについての明確なビジョンを語ら

なくてはならない。そして外部性が一般化するとそれは大国の側で

特に重要であり、経済政策の分野では準備通貨発行国の側で特に重

要になる。 

 

４．国際通貨金融システム改革 

 

 世界は繰り返し、通貨金融危機に直面してきた。世界がブレトン

ウッズ固定為替相場システムを離れてから 40 年、国際システムは、

ミルトン・フリードマンのような自由市場の擁護者が予想したもの

とは著しく違った仕方で進化してきた。それは益々大規模化する国

際的救済を必要とするかつてなく頻繁で厳しい危機と、著しい不安

定性に特徴付けられたものとなった。一国の通貨に基礎を置く国際

準備通貨制度は、益々グローバル化の進む 21世紀には不合理である。
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ケインズとトリフィンはこのシステムには問題が多発することを予

見していたが、今や、実際そうであったと見る共通認識が広がりつ

つある。米国には通貨発行特権や超低金利で借り入れできることに

利点を見出す者もおり、―そして制度変更に抵抗しているのである

が―しかし米国にとっても現行の取極めには著しい不利があるので

ある。通貨の著しい不安定から得をする者はいない。しかし更に、

もし他の国が米ドル保有高を増やした場合、それは貿易収支赤字と

なり、そして行き過ぎた輸入超過は米国の総需要を弱め、経済成長

に悪い影響を与える。これまでなら、財政赤字（あるいは金融緩和）

は、埋め合わせできた。今日の状況の中で、また予想できる限りの

将来に渡っては、それは困難である。 

 

 Ｇ20 は国際金融システムの包括的見直しのプロセスを開始すべき

である。このような包括的見直しについては四つの部分がある（協

調的国内規制システム改革の他に）。 

 

A) 準備通貨制度： 

現行制度は総需要の不足の要因となっている、(というのは、毎

年、各国は何千億ドルもの外貨準備高―使用されない資金―を

わきに置いているのである)。そして、それは、貧しい国が準備

通貨国に対し兆ドル単位の低利貸出(今やゼロに近付いている)

を行うこととなり不安定、不公正である。国際通貨準備制度は

これらの問題を部分的には改善した。国連諮問委員会（スティ

グリッツ国連報告…訳註）が強調したように、このような制度

には多くの代替案がある―より意欲的なバージョンは安定性を

増し、国際的公共財の問題を解決することに活用できる。控え

めなバージョンは、今日の取極めの欠陥を正すだけのものであ

る。組織的取極めにも様々なものがあり、現行システムから新
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しいシステムに移行する方法についても様々な工夫が可能であ

る。 

 

国連諮問委員会が検討した代替案の中で、Ｇ20 での討議と際立

った関係にある特別な代替案がある。現在の準備通貨国はグロ

ーバルシステムの方向に移行することに利益を見出さないかも

しれない。その国は今自分たちがその特権的立場とみなしてい

るものを続けたいと思っている。そしてそれ故、それに代わり

うるものを作り出すことを妨害しようとする。Ｇ20 は何れの国

であっても代替システムの創設への妨害を許してはならない。

準備制度を作るために一つのグループ諸国で協調しようという

代替案がある。実際そのような取極めは既に存在する。一つの

アプローチは、これらの取極めを拡大、強化することである。 

 

Ｇ20 はできるだけ早く準備制度の改革を進めるために、これら

の代替案を吟味するプロセスに入るべきであると、私達グルー

プは、強く感じるものである。改革は順を追って進めることが

できる。ひとつの段階での成功が、一層の改革に貢献するとい

う訳である。こうしてロンドンＧ20 会議での SDR の拡大の上に

立って、Ｇ20 は、当分の間定期的な SDR の発行を約束するべき

である。もし（例えば IMF 貸出のような）特定の資金使途につ

いての規制が廃止されれば、これら SDR 発行の効率の良さは、

もっと大きくなるだろう。そして、大きい外貨準備を必要とし

ない（例えば、大きな外貨準備と、持続的黒字を持つ）国は自

分達への割当を途上国に譲ることもできる。 

 

国際準備通貨制度を変更することは容易である。この制度は既

にドルシステムからドル・ユーロシステムに移行した。これは
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更に三つか四つの準備通貨制度に向かうこともあり得る。しか

しながら、このようなシステムは前に書いた問題は何も解決し

ない。益々不安定性を増す為替相場のもとで、かえって、より

不安定になることもあり得る。（私達グループのメンバーの多

くも同様の見方をした。）総需要の不足と、格差の問題はこの

あとも続くであろう。そして準備通貨国の通貨当局が、自らの

行動の結果に十分な考慮を払わない問題も事態を悪化させるで

あろう。つまり、Ｇ20 がこの問題を正面から解決しない限り世

界はもっと機能障害の大きなシステムに向かってしまうリスク

をはらんでいるのである。 

 

B） 為替相場の決まり方： 

多くの人が、ブレトンウッズ体制は終わりに来たと考えたとき

に抱いていたビジョンは、「先見の明のある市場は安定した為

替相場に導き、経済環境が変わるのに従って、徐々に、効率的

に調整してゆく」というものであった。それは勿論、莫大な短

期資本移動と、新しい金融手段を利用した高度な投機的活動の

日々が始まる前のことであった。同様に、アルゼンチン危機の

前に、両極端の見方について多くの人が議論した。各国は固定

為替相場か自由変動為替相場かのいずれかを持つべきであると

いうのだ（二つの制度は、政府に裁量的な介入権を認めないと

いう点では共通している）。今日ではほとんどの国は彼等が介

入すべき時があり、為替相場は、金利、金融市場規制、政府銀

行保証など、政府の政策によって、影響を受けると認識してい

る。これらの政策を為替相場に影響を及ぼすつもりで採用した

かどうかは問題ではない。各国はそのようなことを行ったこと

をしばしば否定する。事実は以下の通りである。為替相場の変

動はひとつの重要な（一般均衡）要素である。そして実際、金
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融政策の場合、様々な政策の影響を知るための主要なルートに

なっている。こうして、Ｇ20 は国際経済問題の解決は自由市場

で決まる為替相場を容認することだというシボレス（合言葉化）

を慎むべきである。私達が前に触れたように、危機から得た主

要な教訓の一つは、市場価格は効率的でも、安定的でもないと

いうことであった。 

 

C) 国際資本移動の管理： 

危機からのもう一つの教訓は、「足かせのない」金融市場は、

効率的でも安定的でもないということである。私達は金融部門

規制を必要としている。しかし、珍しいことに国際資本移動の

規制問題は議論の対象から大きく除外されてしまった。資本流

入からもたらされた自国通貨為替相場の過大評価への対応とし

て（あるものは準備通貨国の金融政策に関係していた）、既に

各国は歪められ、コストの掛かる為替相場の切り上げを避ける

ために、様々な介入に取り組んだ。以前の危機の経験（前世紀

終りの東アジアのもののように）は、短期資本移動が相当不安

定で危機の到来を早めたことを示した。調査はこれらの短期資

金移動が必ずしも経済成長の力とならず、それどころか実際に

は、成長と安定性に悪影響を与えていたことを裏付けていた。

しかも、必ずしも長期投資をもたらすものではなかった。この

調査と危機からの教訓にもかかわらず、多くの国際的、二国間

協定は資本勘定マネジメントを高める規制を採択する各国の能

力を制限しようとしている。資本勘定マネジメントの重要性を

はっきりと確認する必要がある。Ｇ20 は、そしてそのような協

定が資本勘定マネジメントを処理する各国の能力を妨げるとき、

すべての国際協定を確認するために見直しのプロセスを開始し

なければならない。 
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D） 公的債務リストラクチャリング・メカニズム： 

従来の公的債務リストラクチャリングは、多くの場合、過大なコス

トを押し付けるものであり、無秩序なものであった。Ｇ20 は、公的

債務リストラクチャリング・メカニズムを構想するプロセスを開始

すべきである。一方でこれらについて検討してゆくに当たっては IMF

が重要な発言権を持つかも知れないが、IMF は主要な債権者として、

そして、債権国にコントロールされている機関として認識されなけ

ればならないのであって、IMF はこの問題では中間に位置することは

できない。プロセスは、債務者と債権者グループが同等の代表権を

持つものでなければならない。 

 

５．気候変動 

 

 前に触れたように私達グループは、気候変動問題を解決するため

の行動は経済復興戦略の一部であり得るし、そうあるべきであると

強く信じるものである。先に述べた具体的行動に加え、リスク引き

受け枠をつくり、黒字国で準備通貨を保有する国からの剰余金の途

上国の気候変動資金への再利用を支援するのである。他に革新的フ

ァイナンスの仕組みも追求されるべきである。 

 

更にＧ20 は、特に、世界の温暖化を摂氏２度までに抑えるために、

早い時期に決めたコミットメントの一人当たり排出量に換算した量

的関連に留意して、気候変動の挑戦にきちんと応え続けてゆかなく

てはならない。 

 

 直近の国際合意は気候変動に関わる多くのコミットメントをもた

らした。それらは陸生炭素（ＲＥＤＤ：Reducing Emissions from 
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Deforestation and forest Degradation in developing countries 

途上国の森林減少・劣化に由来する排出の削減）に関連した技術や

活動に関連した必修のライセンスの使用に関わるものも含まれてい

た。しかしケースによっては、その十全で効率的な実行に障害が発

生した。Ｇ20 はグローバルガバナンスに於いて監視役を果たしてい

る。そしてその役に於いて、Ｇ20 は現存する合意が十全に実行出来

るように、障害を特定し、正してゆくプロセスを確立すべきである。 

 

 知識は公共財である。その意味で、炭素効率を高めるための技術

開発は二重の公共財である。そして、民間セクターにまかしたまま

では気候変動についての調査は過小投資となるであろう。炭素が大

幅に安値となっている今日の流れの中では、特にそうである。Ｇ20

は、気候変動についての国際調査ファンドを設立するプロセスを開

始すべきである。 

 

 も豊かな国や も大規模な炭素排出国が、 大のファンドを出

資するというのは理にかなっている。それ故、炭素排出量を減少さ

せることのできる技術が一度でも発見されるや、これらの技術が

大限利用されることは世界に取って利益である。そのことは、新し

く開発された技術は、途上国に、またすべてのファンド出資国に無

料で提供されることを意味する。 

 

 或る国は貿易協定を利用して、産業政策上不公正であると主張し

て、他の国がその技術をつかえなくしているときもある。Ｇ20 は低

廉な或いは無料のロイヤリティで調査結果を広く普及できる集合調

査努力の優位性を認めるべきである。また、十分に効率的な国際コ

ンソーシアムが設立されるまでは、各国は、途上国に対する義務的

ライセンスに関する初期の取り決めの諸条項に応じることに同意す
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る限り、政府支援の調査によってであれ、産業政策によってであれ

グリーンテクノロジーの発展を促進すべきである。 

 

６．金融部門改革 

 

 この課題についての私達グループの共通認識は以下のようなもの

である。この危機をもたらした金融部門のある種の振る舞いと、私

達の社会において金融機関が果たさなければならない経済的役割を

果す能力を掘り崩す、その他の側面の振る舞いとを抑制することに

重大な欠陥があった。私達グループは、Ｇ20 がこれまでほとんど顧

みなかったいくつかの問題を受け入れるよう要請するものである。 

 

 システム上重要な金融機関（少なくとも危機以前にはなかったよ

うな集中的で綿密な監督を受けることはない）は過大なリスクテイ

クへのインセンティブのためにグローバル金融システムとグローバ

ル経済にシステミックリスクを惹き起こす。このような金融機関は

また低金利資金にアクセスできる結果、ダイナミックな機能麻痺に

陥りながらもますます巨大化することで効果的に助けられてきた。

清算権限があった方が望ましいが明らかにそれだけでは解決になら

ない。特に国境を越えて営業する金融機関の場合は特にそうである。

それ故、追加資本の準備は必要であるが、特定されてきた全ての問

題を解決するには不十分である。内外の多面的なより厳しい規制と

より集中的な監督が必要である。 

 

1. 問題は単に政府が清算権限を持っているかどうかではなく、危

機の 中にあって、政府が、債券保有者、株式保有者に全損負

担を強制する権限を行使できるかどうかにある。金利の差が継

続することは、マーケットが当局はそうしないと信じているか
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らである。 

 

2. 私達グループは、このことを強調したい。一方で倒産させるに

は大きすぎる銀行に、十分な関心が払われて来なかったが、そ

れだけが問題だったのではない。その規模は皆小さくとも、相

互に連関して行動する数多くの金融機関が、システミックリス

クを世界経済に惹き起こすこともあり得るのである。 

 

3. ＣＤＳ（クレジット・デフォールト・スワップ）そしてその他

のデリバティブ（金融派生商品）によって喚起された、いくつ

かの鍵となる問題がまだ十分に検討されていない。この問題は

以下のものを含んでいる：（a）それらは保険商品として見なさ

れているのか、ギャンブル商品として見なされているのか。そ

れが政府保証銀行によって発行されるときのように政府によっ

て裏書きされたとしてもまったく意味が無い。（b）それらのほ

んの一部だけが、手形交換所を通るときに透明になる。（c）し

かし、手形交換所を通っても、十分に資本増強され、それら自

身とそのガバナンスが透明でない限り、引き続き懸念は解決し

ない。 

 

4. バーゼル３（バーゼル２プラスと呼ばれる）は、危機が明らか

にした問題を十分解決するものではない。バーゼル３が早く実

施されていたなら、今日の危機は回避できていたと説得できる

根拠はない。依然として、格付け会社とリスクの自己査定への

依存が継続しているように見える。更に、完全に実行する前に

長い時間が許されるということは、たとえバーゼル３が適切で

あったとしても国際システムは完全実施までの今後数年、継続

的にリスクにさらされることを意味する。銀行は、完全実施さ
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れる前に大きなリスクを取ろうとするので、恐らく、国際シス

テムはもっと大きなリスクにさらされるであろう。 

 

5. ほとんどの国は、金融部門のインセンティブ構造によってもた

らされた諸問題、特に過大なリスクテイクに導いた問題を適切

に解決出来ていない。これほど悲惨な影響を多くの国民に与え

た危機を生み出す上で果たしたインセンティブ構造の明白な役

割を前提とすれば、インセンティブ構造の解決に失敗すること

は多くの民主主義を失望させ、政治プロセスは金融的利益に支

配されたと信じさせることになる。大規模救済に関わった国の、

多くの納税者は、そのほとんどとまでは言わないまでも、銀行

が不公正に好条件の取引を手に入れ、国民は不利な条件の取引

を手にしたという印象を持っている。銀行は（米国では）配当

とボーナスを支払い続けることができた。それらの所得に対し

て彼等は不当にわずかの税金しか支払わない。銀行部門で集中

度が高まったことによっては銀行が借入金利より相当高い金利

を借入人に支払わせることによって、利益を高めた（利鞘が増

加した）。このことは記録的な低レベルにある米国財務省短期

証券の記録的な低金利による利益が、景気を良くし新しい雇用

を作り出す実業界へのトリクルダウン（富裕層から低所得者層

への富のおこぼれ的移転）は起こしていないことを意味してい

る。銀行の政治的投資の方が経済的投資を投資成績では今回も

上回った。そして、彼等の政治力はそのバランスシートが健全

性を回復するより早く力を取り戻した。金融部門の人々は政府

に対して益々強い圧力を与えている。規制をするなというだけ

でなく、公共支出も減額せよというのである。 

 

6. 電子的支払手段の金融システムによる独占は、広く乱用されて
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おり、消費者と製造者の間のほとんどの取引に対して実質的に

税金を賦課している。しかし、その収入は公共目的に使われず、

金融部門を富ませている。いくつかの国は、これらの乱用を制

限することが比較的に簡単なことを示した。Ｇ20 は、これらの

独占的慣習を抑制すべきである。そしてその独占税の一部を気

候変動と開発に利用出来る税金に代替することを考慮すべきで

ある。 

 

7. Ｇ20 は、初期の頃の会議で国際資本移動が税制をどれほど掘り

崩してくるかという問題に焦点を当てたことがある。しかし、

それは、オフショアとオンショアの両金融センターで、資金が

貧しい国から秘匿によって護られている勘定に流れることによ

って堕落を助長してきた。そこにはより大きな透明性だけでな

く、ファンドが特定された場合、その返還を約するコミットメ

ントが必要である。私達グループは国連諮問委員会によって表

明され、その他の人々によって支持されて来た懸念を繰り返し

表明するものである。非協力的タックス・ヘイブンについての

Ｇ20 の仕事は、本来の透明性、バランス、包括性をやや欠いて

いた。問題なのはオフショアカントリーだけではない。 大の

金融センターのいくつかが、問題を起こしていると確認されて

いることである。 

 

特にＧ20 の中でも、世界金融危機自体に責任のあった も大きな

金融センターを抱えている諸国が果たしている大きな役割を考慮す

ると、Ｇ20 は国際金融システム改革の監督という課題に取り組む時

には透明性が強く求められることに関して敏感である必要がある。 
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７．開発計画 

 

 私達グループはＧ20 のソウルでのイニシアチブを歓迎し、ほとん

どのメンバーは、Ｇ20 が開発計画を引き続き後押しし続けるべきで

あると考えた。一人のメンバーが、恐らくは途上国世界の多くの人々

の感情を反映して、 貧国の代表が参加しておらず、また先進産業

国の代表がその援助についてのコミットメントを守れていない状況

の下で、この分野でのＧ20 の正当性に疑問を呈した。 

 

 Ｇ20 は、特にロンドンでの 2009 年会議で、途上国が危機に対応す

るのを支援する資金が確保されるよう、賞賛に価する努力をした。

新興国市場の素早い回復と、それが一次産品価格に与えた影響は、

ほとんどの途上国での危機の深刻さが恐れていた程悪くなかったこ

とを意味した。しかし、現行の資金源の不十分さ、インフラのよう

な分野でさえ投資を民間市場に頼るリスクなどの点で、途上国の対

応力が限られていることを、危機は明らかにした。 

 

 私達グループは、Ｇ20 が引き続き革新的ファイナンスに努め続け、

もしそれがすべての国の合意を得られなかったとしても、数カ国が

協調して何かの手段を確保して（既に取り組んでいる例に沿って）、

できるだけ早く取り組むよう強く要請した。私達グループは、金融

取引税を特に支持するものである。この税は今や多くの国の、多く

の国民から支持を集めているように見える。そしていくつかのバー

ジョンはいくつかの国で既に採用されている。 

 

 ここ数年の調査によれば、多くのバージョンの金融部門への課税

が確認されている。これは金融部門に生じた混乱をもとに戻し、か

なりの金額の収入の増加と、経済効率の改善をもたらしている。 
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 経済原則は明らかである。悪いもの（公害のように）に課税する

方が、良いもの（労働や貯蓄のように）に課税することより良い。

投機的活動には大きな社会的コストが伴っている。そして、少額の

金融取引税は短期的投機（税金額は運用利益の中で大きな割合を占

める）と、長期投資（そこでは、税金は無視できるほどの影響しか

持たない）とを差別化する点でも有効である。かなりの税収を上げ

ることができる。 

 

 もう一つの革新的資金源は、 近 IMF で討議された SDR の発行に

よるものである。 

 

 資金源が心配されるところの一つは、社会保障への資金供与の不

足である。Ｇ20 は、途上国の社会保障システムに適切に投入できる

緊急資金ファンドに資金を供給することを検討すべきである。 

 

 懸念されるその他の資金源はより恒久的なインフラへの資金給与

と貿易金融である。前に述べたように、民間部門による資金供与は

信頼できない。その資金は、 も必要とされる時に消えてしまい、

途上国を も危うい状況に追いやるかも知れない。 

 

 資金供与は開発に取って必要であるが十分ではない。貿易政策も

また重要である。およそ 10 年前ドーハ・ラウンドが始まって以来多

くの開発アジェンダ（行動計画）が弱められた。例えば、先進国が

自国市場を 貧国に対して一方的に開くこと、「貿易のための援助」

のための拘束力あるコミットメントを行い、途上国が貿易の自由化

によってもたらされる機会を利用出来るようにすることも大切であ

る。 
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 開発援助準備金の供与者として、余りに多くの新顔が登場するの

で協調は益々難しいものになろうが、しかしそれだけ重要なものに

もなる。Ｇ20 は、供与された資金の効率的な利用を確保しなければ

ならない。 

 

 先進国は財政難の時代に入っているが、各援助国は GDP の 0.7％を

支援するというコミットメントを達成しようとしているのであるか

ら、援助予算は維持されなければならないばかりか、増額されなけ

ればならない。Ｇ20 は、GDP の 0.7%を 貧国の援助に充てるという

コミットメントを更新すべきである。そして更に、 貧国援助とほ

とんど無関係な政治アジェンダ（たとえばアフガンの戦争）に対す

る資金供与を増やすリスクを避けることも非常に重要である。 

 

 も問題の多い国の多くは、破綻国家「failed states（政府の統

治能力に問題のある国）」である。資金供与国は，その国のトップ

に座る腐敗した独裁者を支持しているように見えるのを恐れて、し

ばしばこのような国への援助を行うのを避けている。しかし、この

ような国に支援をしないとその国の国民を二重に傷つけることにな

る。無力なガバナンスという不運に教育、健康、その他の公共サー

ビスの不在が加わる。これらのサービスは通常こうした資金援助に

よって一部或いは全部が調達される。こうしたことは、反対をもた

らし、その勢力が力を持つようになると効率が悪化し、移行プロセ

ス自体を妨げることさえある。資金供与国は、援助が直接国民に渡

る分配メカニズムを見出さなければならず、政府が認めるならば、

多くの国がそうであるように、市民社会や個人の力を強めるような

仕方で、それを作ってゆかなければならない 

 



33 

 

８．グローバルガバナンスの改革 

 

 Ｇ20 は、Ｇ8 と比較すれば、重要な一歩を踏み出したものであっ

た。ほとんどの重要な国際問題は、少なくとも新興市場の参画なく

して解決することはできない。もしＧ20 が有効であることを示すこ

とが出来れば、Ｇ20 への多くの懸念はもっと控えめなものになって

来るであろう。しかし、この問題には、世界の GDP の約四分の三と

世界人口の 60％以上を代表していたとしても 172 ヶ国はメンバーで

はないという問題がある。と同時にそこでは会員選出時に随分気ま

ぐれなことをやっていたようなのである。メンバーは代表性と政治

的正当性を欠いている。アフリカは、ただ一ヶ国、南アフリカだけ

しか含まれていない。また、あるグループが（例え多数の投票権シ

ェアを伴うものであっても）実質的に他の国際機関に対して強制す

る決定ができるとすれば、Ｇ20 がその国際機関に影響を与える懸念

がある。と同時に、気候変動のような重要な分野で、小グループの

中での集中した討議が、国際的取り極めに実ることが期待できたか

も知れないが、Ｇ20 では実現できてこなかったことである。 

 

 私達グループは、二方面からのアプローチを支持した。Ｇ20 は、

正当性、代表制に限界があること、他の国際機関のガバナンスに関

して引き起こす潜在的問題について公に認識し、それらの問題を解

決するためのプロセスを開始する。同時に、Ｇ20 は、国連システム

の枠組みの中で自らをより公式なものにしてゆくべきである。代表

については、例えば安全保障理事会の例に倣うこともできる。大規

模経済国からは常任代表を、ローテーション制で選出される地域代

表と結びつけて選出する。Ｇ20 自体が国連諮問委員会の要請した国

際経済協調理事会（GECC）に進化してゆくかも知れない。国連諮問

委員会は、GECC を企画する際に考慮すべきことを規模、分散、持続
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性、正当性を含め明らかにしている。 

 

 しかし、私達グループは、このような改革にはかなりの時間が掛

かると認識しており、当面、ただちに取れる三つの方法を提起して

いる。アフリカと労働界からの声が聞こえるよう確保する試みは、

AU と ILO からの参加を得て実現したが、それらは通常ベースの業務

に忙殺されている。Ｇ20 は、その他のメンバーと同等の立場で AU

から代表を招くべきである。また、ILO にも IMF と同じ地位が与え

られるべきである。 

 

 私達グループは、Ｇ20 に対する「科学的顧問会議（仮称）」の創

設についての国連諮問委員会勧告を支持しているが、同機関は議題

の設定、国際経済社会及び政治的ガバナンスシステムにおける問題

の特定、その解決のための代替アプローチの設計等の支援を期待で

きよう。 

 

Ｇ20 が、例えば「非協力的タックス・ヘイブン」の問題など、そ

の課題に着手するときには、たびたび OECD に支援を求めてきた。Ｇ

８からＧ20 への移行は、新興市場からの声を取り込んだが（ 貧国

からの声は聞こえないが）、技術的なアドバイスが求められる時に、

先進国の国際機関をこうも信頼するのも異常ではある。（そして、

IMF でさえもフォーマルなガバナンスでは先進国が支配的である。）

Ｇ20 は、OECD が先進国のために果たしているのと同じ仕事を新興国

や 貧国のために果たす機関を創設するプロセスに入るべきである。

その機関は、世界的に重要な問題について OECD と緊密に作業をする

ようにデザインされても良い。例えば、共同で世界グローバルガバ

ナンス研究所といったものを設立することなども考えられる。 
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Ｇ20 が 近着手した多くのイニシアチブは「可変幾何学」の方法

を含んでいる。議論になっている特定の問題を中心にした周辺一帯

に関心をもつ様々な集団をテーブルに集めることによって、例えば

開発計画の公式化にあたって、この方法は正当であった。Ｇ20 の議

題が拡大するにつれ、こうした方法の維持と実行は益々重要になっ

てきている。そしてもし、正当性を維持したいのであれば、この過

程で透明性を維持することもまた重要である。 

 

多くの政策、ガバナンス改革や、この報告書で検討されたイニシ

アチブは、地域レベルではもっと簡単に実行されよう。Ｇ20 は、多

国間システムを掘り崩すように企画され、またそのような働きをし

ない限り、地域取極めが発展、進化して行くことを促進すべきであ

る。 

 

私達グループが検討した議題は包括的ではあるが、これですべて

を尽くしていると言うには程遠いものである。多くの解決すべき問

題が残されている。特に一次産品価格の安定という重要な問題が採

り上げられていない。この問題は今日の事態の発展の中で深刻な懸

念となってきている。 

 

一次産品の価格変動とくに農産物の価格変動は食糧価格の変動を

もたらすためにとりわけ不安定要因となっている。多くの途上国で

の 近のできごとは、その社会的結果の重大性を教えている。私達

は、これらの価格を安定させる方法を工夫できるのであろうか。或

いは、そのような目標は、手の届かないところにあるのか。或いは、

例えば、現存する国際機関の改革の問題を解決できたか。私達は、

この年内にパリグループが、更なる提言を呈示することを念願しつ

つ、これらの問題を将来の仕事に残しておくこととする。（了） 
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訳者あとがき 

 今年の G20 の当番国はフランスである。そのサルコジ大統領が主

宰役を努めてゆく上で参考にするために、二人の経済学者を議長役

に諮問をした。その二人とは、フランスの経済研究所 OFCE の代表を

1990-2010 に渡って務めたフィトゥッシ教授と、米国コロンビア大学

のスティグリッツ教授であった。諮問委員会のメンバーは、総勢 23

名であるが、そのうちの 11 名が国連のスティグリッツ委員会のメン

バーだったのである。スティグリッツは当然ながら、フィトゥッシ

教授もその有力なメンバーであった。2009 年には国連に足場を置き

ながら G20からは一線を画されていたスティグリッツ達であったが、

今度は G20 の議長国大統領を通じて世界に発信することになった訳

である。諮問委員会の報告は 1 月 6 日に行われ、1 月 24 日大統領記

者会見での G20 での優先課題についての発表に反映された。そして

Ebook（PDF)に文書化されたものが 2 月に発表されたというのがこれ

までの経緯である。 

 私はこのことを知らなかったのだが、ブログ読者からコメントと

して情報をいただき、結局、前文と議長席による総括文書を取り敢

えず翻訳し、皆さんに供したいと考えた。4 月 14 日-15 日にかけ、

G20 財務相・中銀総裁会議が開催されたが、翻訳が遅れ、５月に入っ

てのブログ掲載となった。 

前書きで、フィトゥッシ、スティグリッツの二人は、G20 各国が「再

国家主義化」していると指摘し、危機の再発や、多くの世界の公共

財の破壊の双方を回避するためのＧ20 の責任が大きいとし、「Ｇ20

は、我々をこのような状況から抜け出させ、より持続的な成長が可
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能な未来をつくり、環境にもっと優しく、そして生産された果実が

国内的にも国際的にもより公平に配分される、そんな働き方をする

ことができる。さもないとＧ20 は、平常時と比べたら格段に思い通

りの政策を実行する余地が大きかった時期にも拘わらず、課せられ

た課題を果たせなかったとして、歴史の前に責任を負うことになる

であろう。」と厳しく迫っている。また、「３．マクロ経済的協調」

では、国連報告を引用しながら、以下のように述べている。 

 「脆弱な世界の総需要の原因となる基本的諸問題も悪化した。国

連諮問委員会 2 は、高いレベルの格差と大きい外貨準備高需要を二

つの重要な要因として特定した。ボーナスでさえ目覚しい速さで復

活してきたのに、高い失業率が労働の価格交渉力を弱めてきた。あ

る先進国では、政府がこういう状況を利用して、労働力市場の弾力

化を進め、社会福祉を弱めることを目指す（危機以前の）プログラ

ムを遂行しようとしている。これらの仕組みが危機の 悪の結果か

ら経済を守るバッファーになっているにも関わらずである。結果は

少なくともいくつかの国では、既に高いレベルにある格差が一層拡

大していくリスクの発生である。 

今回の G20 財務相・中銀総裁会議でもフランスは世界経済の不均

衡是正、米国の過剰流動性への批判をしている。日本の復興需要に

は配慮がなされるはずだが、新自由主義に回帰することでは、危機

からの脱出も東日本の復興も実現できない。 

 尚、翻訳に当たっては、OFCE のフィトゥッシ教授から許可をいた

だいた。また、翻訳に当たって、財団法人政治経済研究所主任研究

員の合田寛氏より訳文のみならず、提言内容に至るまでの助言をい

ただいた。氏は雑誌「経済 5 月号」（新日本出版社 2011 年 4 月）に、

「世界は金融規制を強化できるか…リーマンショック後の動向を検
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証する」を出稿され、金融規制での欧米及び、国連スティグリッツ

委員会を含む国際機関の動きを俯瞰されている。翻訳文の質も「国

連報告」より改善されていると確信している。 

 後に、この論文でもたびたび引用されていた所謂「スティグリ

ッツ国連報告」であるが、翻訳書が販売されているので紹介させて

いただきたい。Ａ５版ソフトカバーで 272 頁、税込 1,400 円である。

取扱い書店が大手の２０書店強と限られているので、アマゾン、

MARUZEN&JUNKUDO のネットストア、或いは「和泉通信ブログ」を利用

いただきたい。私の単独翻訳で力不足は否めないが、国際金融の動

向を考えてゆく一助に、この機会に一読されることをお薦めするも

のである。 

森 史朗 2011/05/07 


