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**「Ｇ20と景気回復、そしてその先…21世紀のグローバル・ガバナンスへの

課題」（委員長：ジャン=ポール・フィトゥッシ、ジョセフ・E・スティグリッ

ツ監修：合田寛、翻訳：森史朗、和泉通信ブログ 2011 年 5月掲載）からの引

用については、書名を「パリグループ提言」或いは「提言」と略し、例えば

「提言３」（「パリグループ提言第一部３章」）のみを表記する場合がある。 
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 １．「スティグリッツ国連専門家委員会」、「パリグループ」とは？ 

 

 さて、本稿のテーマは、《「スティグリッツ国連報告」から「パリグ

ループ提言」へ…転換点にあるＧ20とスティグリッツの戦略》という

ものである。リーマン・ショックから３年、「国連報告」から２年、「パ

リグループ提言から、半年、この短い間にもかなりの状況の変化があ

った。これらの実績を踏まえ、スティグリッツの分析手法及び戦略を

再評価していこうとするものである。 

 

①一連の国連開発会議とスティグリッツ国連専門家委員会 

さて、「スティグリッツ国連報告」とは「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付いての専門家委員会報告― 終版

2009/09/21」の略称である。諮問の経緯、関連する会議との関係は表

１―①を参照願いたい。専門家委員会が設置されることになった会議

の「2009 年 6/24-26,29-30 世界経済金融危機とその開発への影響につ

いての国連会議（ニューヨーク）」の大本は「2000 年 9 月ニューヨー

クで開催された国連ミレニアムサミットであった。同会議では、2015

年に向けた国際開発目標を途上国が達成するためには、ODA を 500 億

ドル増額、つまり当時の拠出額を倍増させる必要があるとした。同会

議では、先進国は 1975 年の国連総会決議で定められた「国民総生産

（GNP）の 0.7％を ODA にあてる」という目標の達成に向けて努力す

るように求められた。もし経済協力開発機構（OECD）の開発援助委員

会（DAC）加盟先進 22 カ国がすべてこの比率で ODA を供与したとす

れば、それは当時の拠出額の約 3 倍に達し、2 倍を大幅に上回る額と

なる目標でもあった。ドーハでのフォローアップ会議では、この間の

平均経済成長率が歴史的レベルを記録したとか、援助の効率性でも改

善が進んだという前進的評価はあったが、 貧国のミレニアム目標値

からの大きな乖離、脱税、所得格差等の問題が残され、2006 年から政

府開発支援(ODA)の減少も始まっていた。2015 年までに GNP の 0.7％ 
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《表 1-①一連の国連開発会議と、スティグリッツ国連専門家委員会》 
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2008年11月終り頃ス

ティグリッツに、大

恐慌以来の金融経済

危機に対応するた

め、2009/6 開催予定

の国連会議に対し、

専門家委員会(20 名)

の組成と分析・提案

を委嘱。 

2009/5/11 中間草案

を国連会議に提出。

2009/9/21 終版発

表 

 

2008 年 

9/16- 

2009 年 

9/14 

第６３期 

国連総会

議長： 

ミゲル・デ

スコト 

・ブロック

マン 

（元ニカ

ラグア外

相） 

2008 年 9/15 リーマンショック 

南米の対

米独立民

主主義革

命 

新自由主義に批判的

な、世界社会フォー

ラムに沿う考え方。 

2009 年 6/24-26,29-30 

世界経済金融危機とそ

の開発への影響につい

ての国連会議 

（ニューヨーク） 

議長：ミゲル・デスコ

ト・ブロックマン 

専門家委員会委員長：ス

ティグリッツ委員会の

中から 

2008 年 11/29-12/02 

国連開発資金ドーハ会

議 

2002 年 3月 18-22 日 

モンテレー(メキシコ)

国連開発資金会議 

2000 年 9月(ﾆｭｰﾖｰｸ) 

国連ミレニアムサミッ

ト｡従来の目標を統合｡ 
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を政府開発援助（ODA）にあてるという、先進国の国際公約を達成す

ることを再確認したドーハ会議の成果文書は、金融危機、気候変動と

地球規模の貧困問題という「3 つの危機」の解決に向けても不可欠で

あると強調された。 

その中で米国サブプライムローンから始まった金融経済危機は、開

発資金の確保を左右する重大なものに思われた。2009 年の世界経済金

融危機とその開発への影響に付いての国連会議開催と、この会議のた

めの専門家委員会の設置に指導力を発揮したのが、第 63 期国連総会

議長、ミゲル・デスコト・ブロックマン氏である。デスコト氏は、米

国カソリック系の神父でありながら坑米独立運動ニカラグア・サンデ

ィニスタ戦線の外務大臣を務めた経歴を持ち、新自由主義に反対し、

世界社会フォーラムの運動に立脚していた。デスコト氏は、国連議長

就任の一日前の2008/09/15にリーマンショックを迎え、これこそが、

63期国連総会の主要課題になると確信すると同時に、これらの問題を

G-某(G-ｎ)という自薦の主要国による協議により解決することは難

しく、民主的法源を国連に求めなければならないと考えたのである。

2008 年 11 月の終り、デスコト議長はジョセフ・E・スティグリッツ米

国コロンビア大学教授に専門家委員会の委員長を委嘱し、委員会の組

成（委員長を含め 20名）、問題の設定と解決への提言を諮問したのだ

った。スティグリッツ教授は 2001 年にノーベル経済学賞を受賞し、

クリントン政権下で米国大統領経済諮問委員会委員長、世銀上級副総

裁という広い分野での活動経験を有していた。特にグローバリゼーシ

ョンや、新自由主義に強い批判を持つことで有名である。先進国の貧

困層、発展途上国の人々の置かれている状況にも詳しいスティグリッ

ツと国連との協調に対しても大きな期待が寄せられたが、既存の制度

に利益を見いだしている人々の政治力も大きく、改革の具体化には抵

抗も大きかった。しかし、デスコト氏とスティグリッツが国連の場で

行い得たことは、今後の国際政治経済の場における国連の政治能力を

示すものであった。デスコト氏の退任演説は是非読んで欲しい。（和

泉通信ブログの、「国連総会議長」ファイルに納められている。） 
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《表 1-②.第二次大戦後国際金融制度の変遷…Ｇ20まで》 

 

 

 

 

ブレトンウッズ 

体制

(1945-1971) 

1944.7 ・連合国通貨金融会議(45 ｹ国)で採択、 

・金米ドル為替本位制固定相場 

1945-60 ・戦後米国経済繁栄期(戦災被害少なく、米

国の圧倒的生産力が、復興支援と健全な貿

易収支維持を可能にした)。 

1950年代米

国際収支赤

字化 

・金の産出,保有量が経済成長に対応不可 

・投資の国際化による、本国での後退。 

・ベトナム戦争に干渉(1950.12-75.4) 

1971.8 ・ニクソンショック(米ドルの金兌換停止宣

言)。により米国国際収支悪化。 

 

 

 

スミソニアン体

制(1971-1973) 

1971.12 ・IMF10 ヶ国グループによる協定。 

・金 1オンス＝35ドル→38ドル 

・ドルと各国通貨のとの交換レート改訂 

(1 ドル＝360円→308円、16.8%up) 

・為替変動幅の拡大(上下 1%→2.25%) 

1973.2 

1973.3 

・日本が変動相場制に移行。 

・EC諸国も変動相場制に移行。 

ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ高騰 1973.10 ・第一次石油ショック･第四次中東戦争 

G7 体制 

（1975-2009） 

1975.11 

1976.6 

(1998.5) 

・第 1回先進国首脳会議(ランブイエ G6) 

・第 2回(サンファン、G6+カナダ＝G7） 

・第 24回(バーミンガム､G7+ロシア=G8 

キングストン体

制（1978-） 

1976.1 ・IMF 暫定委員会で採択。変動相場制を正式

承認（1978.4 発効）、金廃貨 

 

G20 体制 

(2008-) 

2008.9 

 

2008.11 

2009.4 

 

2009.9 

・リーマンショック(新興国との国際協調/

公共経済の強化が必須) 

・第 1回 G20 金融サミット(ﾜｼﾝﾄﾝ DC) 

・第 2回(ロンドン)、世界で 5兆ドルの財

政協調出動で大恐慌回避。 

・第 3回ﾋﾟｯﾂﾊﾞｰｸﾞ､国際経済の中心へ。 
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②第二次大戦後国際金融制度の変遷を国際政治体制の変遷と共に見

てゆく…Ｇ20まで 

 

 「表 1-②.第二次大戦後国際金融制度の変遷…Ｇ20まで」は、国際

準備通貨制度を中心に国際金融制度の変遷を整理したものである。ブ

レトンウッズ体制は戦後拡大したルーブル経済圏への対抗圏として

も特別な役割を果たした。ブレトンウッズ体制は、米国の圧倒的な経

済力に依存した体制だった。戦災被害が小さかった上、フォーディズ

ムのような生産性の高い生産力を持ち、米国は欧州やアジアの資本主

義経済の戦後復興支援と、健全な経常収支維持の双方を可能にした。

制度的には、金・米ドル為替本位制固定相場であった。 

 

 1972 年から 1982 年にかけて米国は急激なインフレに襲われた。

1981 年 1月、プライムレートが遂に 20％に達した。これに先行して

1950 年代に入ると、金額は小さいが、経常収支の赤字化が始まった。

投資の国際化により多国籍企業が生まれ、海外投資が活発になると、

本国での投資の後退が起り、生産力・競争力の劣後、そしてそれらの

結果としての経常収支黒字の縮小、或いは、赤字化が始まった。ベト

ナム戦争に干渉(1950.12-75.4)したことも経常収支の悪化を大きな

ものとした。経済成長に比して金の生産が不足し、同時に米国での設

備投資の遅れから先進国間での国際収支不均衡の拡大、米国国際収支

の悪化により大規模なドルから金への兌換圧力が強まった。そして、

それは 1971 年 8月のニクソンショックにつながった。同年 12月、為

替相場をドル安へ調整した上で固定相場制を維持したが、1973 年 2

月、日本が、3月、ＥＣ諸国がそれぞれ変動相場制に入りブレトンウ

ッズ体制は、一応の幕を閉じた。しかし、米ドル等国民通貨が準備通

貨の役割を果す仕組みは変わっておらず、トリフィンジレンマを残し

たままとなった。そのため、通貨金融システムの歪みが残り、主要先

進国がその連携のもとに、先進国に有利な金融・貿易システムを構築、

維持しようとした。特に、1973 年の第一時石油ショックとそれに続く
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不況は米国一国による世界支配を不可能なものにしていた。そこに現

れたのが「Ｇ7体制」であった。かつて米国は「ニクソンショック」

のように各国に大きな影響を与えることであっても、米国単独で決め

て来られた（しいて言えば「G1」）。しかし、変動相場制に移行してか

らは米国を中心とした主要先進国の協調が必要であった。或いはその

ように形成された先進国同盟主導の政策路線の受容が強いられてき

たとも言えよう。この体制は、1991 年のソ連崩壊後も、G７から、ロ

シアを加えたＧ８に拡大する形で継続してきた。 

 

この世界のガバナンス様式をＧ８からＧ20 に変える契機となった

のが今回の金融経済危機なのであった。世界のマーケットを、不動産

投資危機、金融投機商品危機が、同時期に連鎖的に襲い主要先進国の

同盟だけでは問題を解決できず新興国、発展途上国大国をも協調関係

に取り込むことによって、世界の政治経済問題の「解決」を図ろうと

するものであった。欧米先進国は、深刻な金融経済危機にあり、新興

国もその成長の多くを先進国市場への輸出に依存していたため、協調

体制の枠組みを拡大することに合意がなり、Ｇ8体制からＧ20体制に

移行した。 

 

③2011 年カンヌ G20 と「パリグループ」への諮問 

 

 次の節でＧ20 の果たした役割と成果について述べるが、2008 年、

2009 年には大きな役割を果たしたが、その後急速に状況や認識の分岐

が現れ、協調が弱まり、各国の政策が保護主義的なものになってきた。

又、欧米での財政赤字への懸念が高まり、新たな経済危機が、心配さ

れている。そんな中で、2011 年 11 月にカンヌでのＧ20が開催される

のである。主要国間で協調を維持できるのか、又、協調の中身はどの

様なものなのかが問われて来る。 

 

 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 
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《表１-③.2011 年カンヌ G20 とパリグループ》 

 

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、二人の議長を含めた、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。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。諮問委員会は、自身をパリグループと呼び、その報告は

1月 6日、サルコジ大統領に対し直接行われた。そしてその内容が、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

された後、提言の全文が Ebook（PDF)に文書化され発表されたのであ

る。 

 

 

 

 

 

カンヌ G20 

開催年月 ・2011 年 11月 

主宰国代表 ・フランス、サルコジ大統領 

 

主要課題 

(仏大統領の

優先課題) 

1.経済政策協調により国際的収支不均衡を

減らす 

2.金融規制を強化する 

3.国際通貨金融制度を改革する 

4.一次産品価格の変動不安定性と戦う 

5.グローバルガバナンスの改善 

6.途上国の開発推進に努める 

 

パリ 

グループ 

 

議長 ・フィトゥッシ、スティグリッツ 

委員総数 ・23名(内 11名が国連専門家委重複） 

性格 ・サルコジ大統領からの諮問による 

諮問回答日 ・2011 年 1月 6日 

文書発表時 ・2011 年 2月 
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２．国連報告、パリグループのＧ20への評価と、Ｇ20への危機意識 

 

①.スティグリッツ国連報告とパリグループ提言でのＧ20への評価 

前書きの冒頭で、二人の議長は、Ｇ20の課題の今日的焦点を以下の一言に

まとめている。「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。」というのだ。二つの文書のＧ20 に対する評価を比較してみよ

う。 

 

《表２-①.スティグリッツ国連報告でのＧ20評価》…その意図が経済的支配

力を立て直そうとするものであったにせよ、Ｇ20の努力を認めている。 

 

①景気後退の歯止

めには成功 

・この危機に多くの政府により採用された大規模な景気

刺激政策と救済パッケージは世界恐慌の崖縁から世界

を引き戻した。 

・ほとんどの国では新しい負債に見合った新しい資産が

つくり出されるように、これらの支出は生産的投資に行

われた。特に賞讃されるべきは多くの景気刺激パッケー

ジが「グリーン」コンポーネント（部品）を含んでいた

ことである。（Ⅵ-8） 

 

②Ｇ8からＧ20へ

の拡大も歓迎…し

かし、政治的正当

性に懸念 

・世界的協議の主要な舞台を G-8から G-20 に変更した

ことは、いくつかの新興国を含む多くの国の参加を可能

にした点で歓迎されるべきことである。しかしその声が

反映されるべき世界の多数派をなす国々がまだ排除さ

れている。特に、 貧国の声を排除したことは、協議の

政治的正当性について懸念させるものである。国際貿易

金融システムの改革のためのどのような提案も、成功の

ためにはこれらの懸念が解決されなければならない。

（Ⅵ-9） 
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③IMF 等の国際機

関の改革も歓迎、

但し、ガバナンス

改革に課題 

・国際金融機関を改革するという約束もまた歓迎するも

のである。しかし、機関の長はその業績を基に選出され

るという合意は既に長い間期限切れのままとなってい

る。もしこれらの機関がそのマンデートを達成しようと

するなら内部統治の改革は必須である。（Ⅵ-10）(2011

年 3月、IMFはクォータの倍増及びシェアの大規模な調

整を発効させた。BRIC’s４カ国が上位 10ヶ国にはいっ

た。しかし、米国は 16.74％の VOICE を確保し、85%可決

ルールのもとでの拒否権を維持した。）  

④金融規制強化の

必要性の理解ひろ

がる…しかし、課

題は大きく、必要

な行動の諸側面に

ついて理解ができ

ているか明らかで

はない。 

・より良い規制と強制が、特に金融の分野で、必要とな

っていることは今日理解されてきているようである（規

制緩和を推進していた人たちによってさえも）。しかし、

改革は金融改革の更に先に行かなければならない。例え

ば企業内統治、競争、倒産に影響を与える法や規制の改

革である。なぜなら、悪魔はしばしば細部に潜み、何か

の原則についての合意宣言だけでは十分とはいえない

からである。（Ⅵ-11） 

 

⑤同時に、Ｇ20が

しなかったことに

も注意を払う。 

・途上国の福利 

/環境上の限界に

配慮不足 

・国際経済社会が

直面している真の

問題を無視 

・政策は、広い視野と社会的公正と社会的連帯にふさわ

しい目標内でつくられ、その際､途上国の現時点での福

利と環境に規定される限界に注意を払う必要がある。

(Ⅵ-14)(限界を克服してゆく必要) 

・今回の危機の早期解決ばかりを求め、国際経済社会が

直面している真の問題を無視することは誤りであり無

責任である。真の問題とは、気候問題、エネルギー危機、

世界中のほとんどの国で起こっている格差の拡大、多く

の場所での永続的貧困、内部統治と説明責任の欠陥（特

に国際機関での）を含んでいる。(Ⅵ-14） 
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《表２-②.パリグループ提言でのＧ20評価と、Ｇ20への危機意識》 

①成果 ・Ｇ20は 2008 年終わりから 2009 年初めにかけ世界経済

危機への対応に於いて大きな成功を治めた（提言１） 

②協調的景気刺激

策の推進と、保護

主義の回避 

・協調しながら、強力な景気刺激策を実行し、保護主義

的手段を回避することによって、その時点で危機がもう

一つの大恐慌となることを回避できた(以下全て提言 1)

 

③大戦間時代と現

代 

・今日求められているものは、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、可能な限り 高の、世界レベルでの協調だったこと

が良く分かったというのである。 

 

④協調体制に歪…

経済政策の「再国

家主義化」 

・ところが、それ以降、状況や認識の著しい分岐が生み

出されてきた。その結果、Ｇ20の結束感といったものは

空気のように消えてしまった。そして二人は「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（仮訳）』していることにある。」としている。 

⑤協調体制を妨げ

る二つの要因 

・公債の持続可能性への懸念増大(過剰な懸念？) 

・供給サイド重視復活(減税、規制緩和で投資促進) 

・この二つが結びついた時、政策は内向的になる。 

 

 今までにない規模での景気刺激政策と保護主義の回避への協調的努力によ

り、景気後退に歯止めをかけることに成功した点は両レポートが認めている

所である。特にパリグループ提言では、今日の協調体制での優位性により

1929 年の大恐慌の再来を回避できたと一層明確な評価をしている。世界ＧＤ

Ｐ（６０兆ドル）の 1割、６兆ドル（ロンドンＧ20でのコミット５兆ドルを

上回った）の流動性が投入されたのである。ところが、それ以降、Ｇ20の結

束感といったものは空気のように消えてしまった。そしてその原因は、各国
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経済が強く相互依存しあっているということを忘れ、彼等がその経済政策を

『再国家主義化（仮訳）』していることにあるとしている。 

 また、Ｇ８からＧ20 への拡大も共に評価している所であるが、これらは、

貧国の声を排除しており、協議の政治的正当性について懸念を抱かせるも

のであるとし、民主主義的国際ガバナンス機関としての国連の優位性を主張

している。Ｇ20への批判的視点は、スティグリッツ国連報告の方がパリグル

ープ提言よりも強く思われる。しかし、そのパリグループ提言は、「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。」と述べ、Ｇ20 がグローバルガバナンスを持った機

関として発展存続できるのか否かを問われる転換点に来ていることを強調し

ているのである。（IMF改革の現状については、表２-①の②を参照。） 

 

②Ｇ20に求められる「時代」  

 ではＧ20 がそのガバナンスによって実現するものはどの様なものとなる

のであろうか。まずその政策は、広い視野と社会的公正と社会的連帯にふさ

わしい目標内でつくられ、その際､途上国の現時点での福利と環境に規定され

る限界に注意が払われ、その限界を克服してゆくものである。(Ⅵ-14) 

今回の危機の早期解決ばかりを求め、国際経済社会が直面している真の問

題を無視することは誤りであり無責任である。真の問題とは、気候問題、エ

ネルギー危機、世界中のほとんどの国で起こっている格差の拡大、多くの場

所での永続的貧困、内部統治と説明責任の欠陥（特に国際機関での）を含ん

でいる。(Ⅵ-14） 

これらの時代は、国内外での所得格差を強力に圧縮し、国際収支不均衡の

結果としての国際準備預金を生きたお金として民主的に活用できる時代にな

っていることが期待される。そして世界の総需要が拡大し、完全雇用を実現

し、維持するに足る経済成長が実現されるのである。これらの実現のために

は、金融が生産的役割を十全に果たしてゆくことが求められる。もしＧ20が、
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そこにおいてリーダーシップを発揮してゆくというのであれば、Ｇ20の構成

も公的なものになることが期待される。 

 

③スティグリッツの戦略 

 スティグリッツの戦略を一言で述べれば、右の表の①に該当しよう。「今日

の経済・社会危機を危機が解決のため要請している新しいガバナンスの構築

により解決してゆくこと」である。しかし、その内包するところは大きい。

今日の危機の原因を解明し、その解決のための力関係の構築までしようとい

うのである。市場の拡大は新たな問題を生起し、その克服には、それに見合

ったガバナンスを必要とする。現代は地球規模のガバナンスが求められてい

る。経済・社会の新しい均衡点（所得格差、国際収支不均衡、新しい国際通

貨金融システム、経営者と投資家の分離によるエージェンシー問題、リスク

テイクを促すインセンティブの仕組み等を解決する均衡点）についての合意

を形成する必要があるのである。更には、合意の拡大と実現を目指し、それ

を実現できる力関係（ガバナンスの仕組み）を作ってゆくのである。 

スティグリッツのネットワークは非常に広い。ベースになるのは、ノーベ

ル経済学賞、ジョン・ベーツ・クラーク賞を受賞した学者としての、米国大

統領経済諮問委員会委員長、世銀副総裁を務めた、政策立案者としての、ネ

ットワークと知見と言えようが、それらに加え、表２-③の③－⑤にあるよう

な幅広いネットワークに影響力を行使し「世界を幸せにするグローバリゼー 

ション」の実現に寄与することと思われる。 

④効率性に裏打ちされた倫理観  

 「スティグリッツ国連報告」及び、「パリグループ提言」のこうした議論を

見ていて気がつくのは、経済について検討するとき、そこには必ず効率性と

共に、公共性／社会性が倫理観といえるほどしっかりと前提にされていると

いうことである。いわゆる人間のための経済学である。しかもそれが、公共

財の削減や、格差拡大の根元となっている高い失業率が総需要を縮小し景気

の低迷をもたらしているといった、客観的効率性の概念としっかり結び付け

られているということである。主観的認識に依存しすぎた場合の脆弱性を回

避しているのである。 
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《表２-③.スティグリッツの戦略》 

①今日の経済・社会

危機を危機が解決

のため要請してい

る新しいガバナン

スの構築により解

決してゆく。 

・市場の拡大は新たな問題を生起し、その克服には、

それに見合ったガバナンスを必要とする。現代は地球

規模のガバナンスが求められている。 

・経済・社会の新しい均衡点（所得格差、国際収支不

均衡、新しい国際通貨金融システム、経営者と投資家

の分離によるエージェンシー問題、リスクテイクを促

すインセンティブの仕組み等を解決する均衡点）につ

いての合意を形成する。 

・合意の拡大と実現を目指し、それを実現できる力関

係（ガバナンスの仕組み）を作る。 

②今日の危機を招

いた根元が公共経

済の弱まりにあり、

その克服のために

は公共経済を強め

てゆくことが喫緊

の課題となってい

る。 

 

・倫理性の強調は単に経済や社会が必然的なものとし

て内包している公共性の強調であるだけでない。 

・ここで公共経済の弱まりとは、社会福祉の削減、雇

用の不安定化による総需要の縮小等を言う。 

・そして、それ故、公共性は、客観的効率性の概念と

結び付けられて要請されている。 

 

 

③国連機関の活用 

・国連は政治的合法性を持ち、これらのすべての問題

に対処できる幅広いマンデートを持ち、これらの世界

経済的、社会的、環境的チャレンジを処理するための

政策のすべての関連した側面を包括的に考慮すること

ができる唯一の民主的国際組織である。(Ⅵ-36) 

 

④世界社会フォー

ラムとの連帯 

・「もうひとつの世界は可能だ」の合言葉の下、世界の

格差構造を見据え、民主的現実的代替案を求める NPO

等のネットワーク。スティグリッツは、2004 年にスピ

ーチしている。 

 

⑤EU新興国と協調 

 

・新自由主義的施策に苦しむ勢力との現実主義的連帯 
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３．効率の良いグローバルな利益の実現と、新自由主義批判 

 

①効率の良いグローバルな利益の実現  

 パリグループ提言「２．何がなし得るか」では、パリグループが今日の中

心的経済問題と考えている課題、すなわち提言の課題となっていることが、

全てグローバルな問題であり、そこに於いて、グローバルな利益と各国の利

益の一致を見出すことの難しさが述べられている。そして、グローバルな利

益を各国で争い、ある種の均衡を作ったとしてもそれは非効率で近視眼的な

均衡でしかない。この問題を解決するためにはグローバルな集団的活動を通

して、グローバルな利益を共感することが、積極的な利益／コストシェアリ

ングによる効率の良いバランスの目標を持つことにつながるとしている。提

言の記述はもう少し曖昧であるが、私は、このように読み取った。というの

は、国連報告では、世界を幸せにするグローバリズムは可能であると明言し

ているからである。すなわち、「我々は、その多くの不利益がもたらすコスト

を負担すること無しに、国際化の利益を得ることができるか、我々は国際経

済を世界中のほとんどの国民の福利が増進するような方法で管理できるか、」

という問に対し、「我々は、それは可能だと考えている、我々は国際経済を嘗

て自分達が管理していた時より格段に上手にやることができる（Ⅵ-26）」、と

答えているのである。効率と公平の両立こそスティグリッツ等の求めるもの

である。 

 

②スティグリッツとパリグループの新自由主義批判 

また、新自由主義に対する批判的立場は今回の提言でも、以下のように堅

持された。「危機自体が、市場経済について疑いを挟んだ。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及

び、リスクテイクを促したインセンティブの歪み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、経費と利益がしばしば良く整合してい

なかった。」そして報告も、提言も共に新自由主義を克服してゆく今日のチャ
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ンスを生かす事の重要性を強調している。しかし実際には、生産力強化や雇 

用に結びつかない金融緩和資金の使い方や、各国の財政悪化を標的にした金

融投機が始まり、新自由主義回帰への反撃が強められてきた。ところが、そ

の結果もたらされたものは、米国では、景気減速と物価上昇リスク*の共存で

あり、政策の方向感を見失った政策当局の姿である。（註：2011 年 5-7 月の

消費者物価上昇率は３ヵ月連続で前年同月比 3.6％上昇となり、2008 年 10

月以来の高水準である。…2011/8/28 日経朝刊） 
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４．世界総需要のマイナス要因となる所得格差と、外貨準備高需要 

 スティグリッツ国連報告は、①高いレベルの格差と②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。ここでは、その二つについて、仕組

みを見ておこう。 

 

《表４．世界総需要のマイナス要因となる所得格差と、外貨準備高需要》 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 ・  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
複数準備通貨制度はトリフィン

ジレンマを解決できず(提言４) 

②結果は、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。前世紀末から

始まった外貨準備高の著しい増

加も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。 

・外貨準備高の問題は、経済学

では、『節約のパラドックス』と

よばれている。皆が貯蓄に励め

ば消費の減少を通じて貯蓄が減

少するというもの。マクロ経済

では投資が貯蓄を規定する。 

・脆弱な世界総需要の原因となる基本的問題も悪化した。国連報告は、①高

いレベルの格差と②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。(「国連報告」Ⅴ－16-22) 

①高い失業率が労働の価格交渉

力を弱める原因となっていた。 

・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…。 

・パリグループ提言では、国連報告を引用しながら、以下のように述べてい

るが、所得格差と外貨準備高需要が倫理的に問題であるだけでなく効率面で

も問題があることを論じている(以下全て、パリグループ提言 3)。 
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５．貯蓄と高成長分野との間の資金循環の重要性 

 金融緩和にせよ、金融引き締めにせよ、資金が成長力のある産業の生産力

と雇用増加に投資されなければならない。これこそ金融業の本来業務である。 

《表５．貯蓄と高成長分野との間の資金循環の重要性》 

 

 

 

 

 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国際収支不均衡の結果としての外貨準備高を含め、総じて貯蓄の増加を一

方的に批判する動きがあるが、貯蓄自体に問題はない。(以下全て、提言 3) 

②パリグループの今回の提言では、

リスクシェアリングのための組織的

取極めの創設を含んでおり、ここで

の貯蓄者はリスクを負う必要はな

い。こうして、一般預金預入者の預

金リスクをほとんどゼロにし、一方

でそれらのリスクを引き取る専門投

資ファンドを創設することによって

資金循環をつくりだすのである。SDR

のような外貨準備高を運用できるよ

うにすることが、国際通貨金融制度

改革の課題となっているのも同じ流

れから来ている。 

①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。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『都市化』） 

③ここに提案されているものは、それぞれ景気刺激政策の性格を持つもので

あるが、国債発行残高の増加への懸念から緊縮財政への動きも強まる中、パ

リグループは、一層の景気刺激策を求めている。例えば、欧米政府に対して

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。 
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６．Ｇ20は国際通貨金融システムの包括的見直しを開始すべきである 

 

①国際通貨金融制度改革への強い意欲 

 国際通貨金融システム改革の話題は、米ドルによる世界経済支配の崩壊を

論ずることになるとして、スキャンダラスに扱われるか、或いは敬遠される

かのいずれかになることが多い。 

「スティグリッツ国連報告」は、そのテーマを今回の経済危機の原因とし

て、又解決への道として位置づけることによって同テーマを現実的なものと

した。それも、前回は国連、今回はＧ20という極めて強い政治力を持つ場に

於いて、技術論的に検討を促している。 

国連報告とパリグループ提言の間には大きな違いは見当たらないが、提言

の以下の書き振りには国連報告より強いトーンを感じる。 

「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。…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。」(提言 4.国際通貨金融制

度改革) 

 

②国際通貨金融制度改革についてのスティグリッツの主張 

 スティグリッツは、経済の成長を阻害する原因として、国際総需要の減少

を重視し、具体的には、高い失業率による所得格差の拡大、外貨準備高需要

の増大を上げていた。しかし、ここで、国際通貨金融システム改革により、

トリフィンジレンマ自体を解決することを提案している。通貨金融危機の問

題を解決するためには、制度的に米国に国際収支不均衡をもたらす単一基軸

通貨制そのものを改革してゆかなければならないのである。キングストン体

制への移行によって固定相場制から変動相場制への、金兌換制から金廃貨へ

の変更は終わったものの、特定の国民通貨が準備通貨の役割を兼務する仕組
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みは、維持されており、その超国家的通貨への移行が求められてきているの

である。 

 

《表６.国際通貨金融制度改革についてのスティグリッツの主張》 

 

①トリフィ

ン・ジレンマ：

国際準備通貨

の役割を一国

の国民通貨が

果たしている

事による問題 

・準備通貨発行国は、世界が貿易決済等に利用する流動性

資金を市場に供給しなければならないが、それは米国の国

際収支に慢性的な赤字をもたらす。この赤字を米国の生産

増強による輸出でカバーしてしまうと、海外の米ドル流動

性が減ってしまうので、この赤字は米国内での生産－消費

を制限し、輸入－消費或いは国外投資増－国内生産減を求

められることになる。これは国内における完全雇用の足か

せとなり、米国内の政治社会的不安定要因になる。一方、

海外の米ドル不足が解消され、その他の要因(戦争等)で過

剰流動性が発生すると、米ドル価値の減価がおこり、国際

収支不均衡による国際基軸通貨の為替相場不安定が起こ

る。(Ⅴ-3) 

 

②先進国と途

上国の間の富

と信用の不均

衡による問題 

・赤字国は IMF 等の国際金融機関から借入れることになる

が、そこにはコンディショナリティが付いていて、不況に

対処するのに緊縮政策が求められ、一方先進国は不況期に

は景気刺激策を採ることができ、両者の格差は開くばかり

であった。また一方で、途上国が低金利で準備通貨発行国

に預金し、高利で借り入れるという好ましくない富の移転

効果を持っている。 

・「､準備通貨の積立額は 2007 年には世界の GDP の 11.7％

まで上がった。アジア危機に襲われたその 10年前は、5.6％

であった。今回の危機への助走期間に当たる 2003-2007 年

の間の準備通貨積立額は、年平均で 7,770 億ドル、世界の

GDP の 1.6％であった。」Ⅴ-16 

・「途上国は実際、先進国に大きな金額（2007 年には 3兆 7

千億ドル）を低金利で融資している。貸出金利（準備預金
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金利）と途上国が先進国から借り入れる時に支払う金利と

の差は準備通貨国への富の移転である。その金額は途上国

が先進国から受け取る外貨支援の価値を上回っている。」

（Ⅴ-22） 

 

③問題を解決

するためには、

超国家的国際

準備通貨の創

設が必要であ

る 

・スティグリッツは 初の提案者としてケインズの名前を

紹介している。尚、「提言」の二人は、この問題は国内通貨

が準備通貨を兼ねるということから発生するため、複数基

軸通貨制にしても解決できない。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。但し、これは

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と

している。(提言 4) 

 

④危機と共に

現実的課題に

なってきた 

・スティグリッツに「世界を不幸にしたグローバリズムの

正体」という著作があるが、この報告との間にはグローバ

リズムについての考え方に大きな開きはない。ただ一点、

前著には国際準備通貨制度への批判が無かったことであ

る。この問題については、ただ、その実現の時期がこの危

機を機会にやって来たということであろう。 

 

⑤いくつかの

新国際準備通

貨案 

・運営方法として、準備通貨を資金運用できるようにする

こと（貯蓄を投資に回金してゆく仕組み）と、国際収支不

均衡を是正する仕組みを重視している。(Ⅴ-) 

・発行機関：1案.IMF が SDR と同様に発行する。2案.「国

際準備銀行」といった新しい機関が発行する。(Ⅴ-33) 

・発行基金：1.各国が自国通貨を例えば国際通貨証明書（IMF

割当額に相当）と交換することに同意する（中央銀行間の

国際スワップシステムに相当）。(Ⅴ-34) 

・預金受け入れ、与信供与：1案.行わない。2案.行える（各

国の中央銀行のように）。(Ⅴ-35) 

・発行量：1 案.使用しない準備資産の増加との相殺。(Ⅴ

-40)2 案.半循環的方法で発行額を決定(Ⅴ-41-44) 

・移行期：国際的取極めによるか、地域主導の下でか.Ⅴ-53
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７．経済実績と社会発展についての適切な尺度による評価と実行 

 

 「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」というのであ

る。パリグループは、この考え方は誤りだと反論する。「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。」と。 

 

 短期と長期の投資を適切に進めるためには、双方の投資実績が適切に評価

されなければならない。そのためには一層の評価方法の開発と、幅広いデー

タ入力を通し検証された経済実績・社会発展のより良い尺度の開発が必要と

なる。適切な測定は、例えば危機以前であっても、いくつかの国は成長を示

しているようでありながら、実際、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、少なくともある状況のもとでは、実現されつつあ

る成長が山のよう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。 

 

 パリグループがＧ20として支援することを提言している「経済実績と社会

発展の尺度についての国際諮問委員会」は、その仕事の中で、私達は福利の

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）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。ここにも倫理性と合理性を兼ね備えたスティグリッツ

等の姿勢を見ることができる。 
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８．進んだ金融部門改革 

 

この分野での取組は、欧米で共に前進しつつある。しかし、システム上重

要な金融機関は、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も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益々巨大化することで効果的に助けられてきた。

当局に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。前進しつつあるとは言え、景気の一部回復もあって、新自由

主義陣営の反撃も強まっている。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。パリグループのこの分野における考え方は以下の通

りである。 

 

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らである。 

 

②一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。 

 

③ＣＤＳ（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）によって提起された、いくつか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。（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、手形交換所に行っても、十分に資
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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。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。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、広く乱用されており、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
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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と、批判

的である。 

 

⑦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。 

 

 

９．開発計画の進捗と新しい資金源 

 

①ソウルＧ20での開発計画イニシアチブ 

パリグループは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が、

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、こ

の分野でのＧ20 の正当性に疑問を呈した。 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

状況の下での疑問であった。 

 

②金融取引税 

一般に、「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内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

差別化するのも有効である。かなりの税収を上げることもできるとして、パ

リグループは、金融取引税を特に支持するとしている。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

ージョンがいくつかの国で既に採用されている。 

 

③社会保障への資金供与不足 

 危機の下で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
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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としている。 

 

④破綻国家への援助 

 も問題の多い国のほとんどは、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。パリグループがこの問題でこの考え方

を選択したことは、北朝鮮、リビア、シリア等への対応を考える上で参考に

なろう。加えて、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、作ってゆかなければならない。 

 

 

１０．グローバルガバナンスの改革 

 

スティグリッツ等の問題意識には、金融のグローバル化に経済のグローバ

ル化が追いついて行けず、経済のグローバル化にガバナンスのグローバル化

が追いつけずにいる、そしてそれが、金融の専横を許し、経済社会危機をも

たらしたという考え方がある。それ故、危機への対案は、国際協調を推進す

る民主主義的ガバナンスの確立に求められるのである。（以下、「提言８」） 

 

 Ｇ20がガバナンス機関の役割を果たせないか、という考え方がある。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。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。（2011/7/14、南スーダンがスーダンから独立、国連加盟が 

承認され、加盟国数は 193となった。） 
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 それ故、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しなければならない。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。そして、パリ

グループは、これらの問題を解決してゆけば、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とまで言

うのである。ここにも彼等の現実主義と原則主義の融合を改めて見ることが

できる。 

 

 補助機関として、Ｇ20 に対する「科学的顧問会議（仮称）」の創設につい

ての国連報告勧告をパリグループは支持している。また、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としている。 

 

 グローバルなガバナンスを維持してゆくために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。 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が、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。 

 

 パリグループは、 後に、「尚多くの解決すべき問題を残している、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」、と中東革命への課題意

識を示して、提言を終えている。 
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１１．今回の危機に本当に対応することとは 

 

私たちは、第２次大戦後の世界経済史を振り返る中で、パックス／アメリ

カーナに基礎を置くブレトンウッズ体制が崩壊し、米国を中心とする先進国

連合の G7に移行、その後、安定した経済成長を維持できなくなり、協調メン

バー国が 20カ国に増加した過程を見てきた。ブレトンウッズ体制の 後の遺

物である基軸準備通貨制度から超国家的準備通貨制度への移行も本格的に議

論となってきた。しかし、首脳国メンバー数は増えたものの、相変わらず景

気回復のみに関心が向けられているうちは、景気回復も短命で、金融が設備

投資に向かわず、金融・商品投資に回ってしまい、安定した正規雇用も実現

できない。労働成果の分配比率の改善の必要性は、ほとんど無視されている。

そして期待された効果を上げることなく、非効率に使われた税金は膨大な赤

字公債を残している（2011/08/29 時点での我が国の国と地方の長期債務残高

見込み 878兆円、2010 年実質年次 GDP539 兆円）。そこから出てくる話は庶民

増税と福祉の切り捨てと決まっている。そして、こうした現象がグローバル

に起きており、それも協調に向かうというより、「再国家主義化」に向かって

いるというのである。今日の経済社会制度そのものが制度疲労を起こしてし

まっているのである。従来の資本主義の枠組みを大きく人間の暮らしの幸せ

に政策シフトして、人間のための経済へ総需要を高める形で転換して行ける

かどうかに、私達の今回の危機への対応の質が示されるのであろう。2008 年

9月以降の三年間に世界経済の推移が示したものこそスティグリッツのチー

ムが予測したものであったといえよう。「スティグリッツ国連報告」から「パ

リグループ提言」へ彼等の分析と提案は変わらない力を維持したのである。

（了） 


