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１．緊縮政策による、新自由主義の復活 
 2008 年 9 月のリーマンショック以来批判の的となり G20 等でも

一時鳴りをひそめていた「新自由主義」であったが、昨年 10 月の

ギリシャ・ユーロ危機を機に、当事国の自己責任を追求する形で急

速に復活してきた。伏線は 2010 年６月の第４回トロント金融サミ

ットで張られていた。2009 年４月のロンドン金融サミット後、今ま

でにない規模で取り組まれた景気刺激政策が不況からの脱出感をも

たらしてくる中、景気刺激策からの出口政策が課題視され、「先進国

は、2013 年までに少なくとも赤字を半減させ、2016 年までに政府

債務の対 GDP 比を安定化または低下させる財政計画にコミットし

た」との合意が書き込まれていたのである。（１） 
 「新自由主義」は、市場の自己修正力、競争による効率の向上、

トリクルダウンによる成長への機会の共有等、合理主義的考え方が

強調されてきたのに対し、今回は、人々の消費―生産、借入―返済、

という循環での当事者責任を追求する強面顔で登場してきた。育児、
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介護、病気・事故・貧困といったものについても少子高齢化を口実

に自己責任による自助を要求する形で、社会福祉での自己負担を拡

大しようとしている。為替政策、国際収支調整政策においても、自

国の利益を「防衛」するための近隣窮乏化策が人々の非合理な不安、

恐怖に依拠して誘導されてきた。ギリシャ国債デフォルト危機に際

しては、欧州ユーロ圏全体としてユーロ売りが進み、ギリシャのユ

ーロ圏離脱か、緊縮政策への取り組みか、二者択一の問題であるか

の如く、姿勢を問われたのである。市場は通貨・国債投機筋の暗躍

で荒れ、時代は緊縮政策の時代に入ったかに見えた。しかし今日、

時代は一方向に一方的に流れるものではなく、相反する流れが複雑

に絡み合いせめぎ合う時代になってきているのだ。現に緊縮政策を

推進してきた政権は 2011 年 11 月の G20 以降政治的な敗北を強い

られてきている。 
 
２．緊縮政策推進政権の敗北 
 5 月 6 日、新たなフランス大統領を選出する決選投票で中道右派

の現職サルコジ大統領が落選し、社会党の新人オランド氏が当選し

た。大統領選挙での社会党の勝利は 1988 年以来、24 年振りのこと

である。当選したオランド氏はバスチーユでの勝利演説で、「私の当

選は緊縮政策が不可避になることのない欧州への希望を合図するも

のだ」と語った。オランド氏はバスチーユに向かう前に南仏テユー

ユで、彼の使命は欧州に成長と繁栄の側面を与えることだとも述べ

た。氏は新しい成長政策が示されない限り EU の財政規律強化協定

に批准しないことを確認しており、メルケル独首相との対立が予想

される。いずれにせよこうした論争は緊縮政策が争点となって選挙

が戦われ、国民は緊縮政策ノーを選んだことを示している。（２） 
 ユーロ圏で 2011 年 11 月以降政権の交代した国は、2011/11 のス

ペイン（スペイン社会労働党→国民党）、2012/3 のスロバキア（民

族主義政党→中道左派政党）にのぼり、政権党が維持できたのは、

2012/2 のフィンランド大統領選挙だけであった。 
 さて、フランスと同様に、同日行われたギリシャ議会選挙でも緊

縮政策への国民の厳しい批判が示された。尚、同選挙では第１党に
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50 議席が加算される仕組みになっているため、以下では加算獲得議

席を除いた定員 250 議席分について記している。 
 前回第１党（102 議席）で加算分も加えれば単独で過半数を得て

いた全ギリシャ社会主義運動（PASOK）が、第３党(41 議席)に転落、

PASOK と連立与党を形成していた新民主主義党（ND）が 24 議席

を減らしながら今回の第１党（58 議席）となったものの、その両党

の間の２位（52 議席）に急進左翼連合が入ったのである。ギリシャ

の左翼は多くの小規模政党に分裂しておりいつ消滅してもおかしく

ない状態にあった。今回は、大統領からの委嘱を受けて組閣にも取

り組んだが、上位３党の党首に組閣を委嘱しても組閣できず、規定

により 6 月 17 日に再選挙を行なうことになった。そして、急進左

翼連合のツィプラス党首が今の勢いを 6 月 17 日の再投票まで維持

していけるかどうかについては見方が別れる。現在、ツィプラス党

首は 1740 億ユーロの第２次救済契約破棄、公債の支払中止、銀行

の国有化を主張し、ND のサマラス党首は、ツィプラス党首の主張

はギリシャのユーロからの追放をもたらすだけだと批判している。 
 ギリシャでの組閣の遅れを受け、欧州中央銀行もギリシャのユー

ロ離脱について公式に検討を開始した。ギリシャへの国際的救済合

意が破棄される可能性が出てきたこと、ユーロ圏そのものの分解を

懸念する声が強まっていることに対応するものである。一方、フラ

ンスとギリシャの有権者の厳しい緊縮政策批判の下、政権交代を感

じ取った上級欧州官僚がユーロ圏内での経済成長を刺激するための

投資契約を推進している。EU 経済官僚トップのオリ・レーン氏は、

大規模インフラプロジェクトのための追加政府支出を求める発言を

5 月 5 日に行った。雇用を生み出す民間部門需要が不十分だという

のである。同氏はスペインのような国のための EU の厳しい新予算

ルールを緩和する意向も明らかにした。この他、オランド氏が仏大

統領になった時には、ユーロ圏の国が共同にして責任を持つ共同債

発行の検討が復活することが予想される。なお、5 月 18-19 日にキ

ャンプ・デービットで開催された G8 では、ギリシャをユーロ圏に

留める方向が打ち出された。（３） 
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３．長期化する雇用情勢の悪化 
 ユーロ圏内での失業状況が記録的水準に高まっている。それは、

緊縮政策と、広がる米国との景況感の分岐とに直面する欧州地域の

弱体化しつつある経済を際立たせている。ユーロ圏 17 ヶ国の全体

としての失業者は、３月に全労働者の 10.9%、1740 万人に至った。

1999 年にユーロの流通が始まって以来もっとも高い数値である。大

きく増加したのは、危機の影響を強く受けた南欧、とくにスペイン

とその若年層であった。スペインでは全労働者の 24.1%が失業し、

25 歳以下では 51.1%が失業していた。「この数字は南欧の構造的問

題に照明を当てると同時に過酷な緊縮政策によって課せられた短期

的な経済的傷みの厳しさを示すものであった」と ING のエコノミス

トは語っていた。彼は、「ケインズ主義者と緊縮政策主義者の間の包

括的論争はケインズ主義者の勝利に向かって進んでいる」と、緊縮

政策への批判の広がり語った。ドラギ欧州中銀総裁はユーロ圏「グ

ロース・コンパクト」を唱えたが、その内容はメルケル独首相と同

様に、財政の健全化計画の緩和というより構造改革の明確化を図る

ものであった。（４）今年１月以来失業者数の減少が続いたドイツで

も 19 千人の増加となった（もっとも、3 月のドイツの失業率 5.6%
は東西統合以降 低の失業率レベルである）。米国の３月の失業率が

8.2%と改善してきているのと対称的であるが、米国でさえ経済危機

以前の雇用状況を回復するのにあと２年はかかると言われており、

欧州の回復への道の厳しさが読み取れる。（５） 
 

４．ユーロ圏内収支不均衡問題をどう解決していくか 
  人々の懸念にもかかわらず、これまで順調に進んできたＥＵだ

ったが、ユーロ圏内収支の不均衡が膨らみ大胆な調整が不可避にな

ってきた。共通通貨の下では、生産性の違いがユーロ建て商品価格

の違いとなって現れ、それは売上高、仕入れ原材料・人件費コスト、

すなわち損益の格差となって現れてくる。ドイツの経常収支黒字は、

ユーロが現金通貨として導入された 2002 年の 403 億 US ドルからリ

ーマンショック前の 2007 年の 2479 億 7 千万ドルにかけて６倍とい

う驚異的な伸びを示した。同期間にフランスは 181 億 6 千万 US ドル
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から△59 億 3 千万 US ドル、ギリシャは△95 億 8 千万 US ドルから△

446 億 9 千万 US ドルに減少している。欧州の財政赤字問題が赤字国

のみの問題ではなく、黒字国も含めた構造的問題として取り組まれ

なければならないことは明らかである。 

 ところで、こうした調整は市場を通して自動的になし得るもので

なく、社会的・政治的コンセンサスをつくり上げることが不可欠で

ある。その意味で、連邦化等の政治統合の課題と共に検討されるこ

ともあり得よう。しかし政治統合を急ぎ過ぎると小地域、少民族の

権利をめぐっての地域紛争も起こりかねず、慎重な対応が求められ

る所以である。この時に求められるのは、以下のスティグリッツの

訴えであろう。 

 「もし我々がこの惑星で共に平和に、そして安全に生きていこ

うとするのであれば、国際市民の間にわずかばかりの社会正義と

連帯が必要である。我々は、……今日の世界が直面しているよう

な国際危機の時には互いに助け合えるに違いない。」（６ ） 

 

５．トロイカ体制…公的資金支援体制 

 ところで、欧州政府、国際機関のユーロ危機に対する資金支援体

制はどうなっているのか。欧州では、欧州中央銀行（ECB）,欧州金

融安定ファシリティ(EFSF),EU 安定メカニズム（ESM）、国際通貨基

金（IMF）の 4 機関が担当するが、EFSF が 2013 年 6 月末をもって新

規調達を中止する。さて、スイスのサン・ギャラン大学院のシモン・

E・エブネ氏が、FT の質問に答えていた。（７） 近の IMF による増

資は IMF が、仕事に戻れたように見える。しかしだからといって仕

事が出来るわけではない。 

①第一に、IMF による救済がもたらすモラルハザードを心配してい

る人は 4300億 US＄の貸出枠を増やすことは政策的不正行為を行う、

退後行為でしかありえない。 

②貸出枠が増加しても、東アジア金融危機を経験した政府には、二

度と IMF に支援を求めないと決め、自己保険策を採用した国も多い。

IMF は今も二つの陣営に分かれている。一つは資金が必要となった

ら準備金を取り崩そうという国々であり、今一つは、米国を含めて、
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そんなことになるなど思いもよらない国々である。 

③危機の際に、政府にとっての資金源は「自宅」に近づいてくる。

特に中央銀行による国債の購入である。欧州中銀、英国銀行、米国

連銀は、財政赤字調達を容易にしている。中国、ドイツは内需拡大

を指示している。そして韓国と日本は自国の輸出信用制度を盛んに

活用し、企業救済にあたっても IMF 資金を利用しない。 

④総じて大恐慌の時はファイナンスに傷みが伴っていたため IMF 金

融も競争に残れた。しかし今や IMF 金融の顧客は、有利な国内救済

ファンドの対象になれなかった案件であり、條件の厳しいものとな

る。エブネ教授の意見は IMF による増資だけでなく、ファイナンス

方法、社会保護支援、生産性格差改善支援方法などが改良されてい

く必要があることが示されていた。 

   
６．様々な緊縮政策批判 
 緊縮政策を今日のタイミングで行うことへの批判は既にいくつか

出てきているが、内容を整理しておこう。 
①スティグリッツ…国際収支の不均衡の反循環的調整が不可欠 
 スティグリッツは、今回の危機をもたらした要因としてワシント

ン・コンセンサスをあげ、発展途上国の危機に対する順循環的な経

済政策の押し付けが好況期にバブルを、不況期に総需要の縮小政策

をもたらし経済の安定した成長を妨げていると批判している。規制

緩和、民営化と小さな政府論は公共部門を収益競争の場とし、サー

ビスの低下をもたらし、社会に貧困と格差を広げた。これらによっ

て経済危機への抵抗力を弱めたところに、緊縮政策が取られようと

しているのである。これは、新たな失業をもたらし、消費を減らし、

経済成長を妨げるものである。（８） 
②サマーズ…緊縮政策が景気回復を妨げる 
 クリントン政権の財務長官として規制緩和策等、新自由主義的政

策を推進してきたサマーズ氏も、「今回、欧州は誤診されている、『浪

費』による借入過多が借入条件を悪化させたことによるのではなく、

2008 年以来の金融危機が金融システムに障害をもたらし経済成長

を破綻させたことによるのである、赤字の増加は『症状』であって
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原因ではない」と主張している。金利が成長率を大きく超えている

ところではどこも債務問題がらせん状に悪化してコントロールでき

なくなる。欧州で正に焦点を置くべきところは経済成長だ。この文

脈から言えば、緊縮政策を強めることは、誤った方向への一歩とい

える」と語った。そして、「もし経済が需要減少で圧迫され、短期金

利がゼロに近い時に、財政赤字を 1%低減させると、GDP を 1~1.5%
減少させる乗数効果がもたらされる。このことは財務収入が減少し、

債務返済能力を制限することを意味する。国民が疲弊している中で

の緊縮政策ゆえに負の乗数が大きくなるのであろう。 
 すでに問題となっている借入を抱えている国が、どの様な論理で

もっと支出するための処方箋を得ることが正当化されるのであろう

か。個人の借入人は、通常少なく借入れたり、返済したりすること

によって貸出人に便宜を図るが、借入をやめたり、返済したりして

通勤費用が払えなくなったのでは肝心の収入が得られず借入中止も

返済も貸出人に安心をもたらさない。同様に国の歳入金は国民がい

くら使ったかから決まってくる。緊縮政策が下降スパイラルに陥っ

てくるのでは貸出人にメリットはない。勿論、 終的には、定年延

長、硬直的な誘導規制改革、リストラクチュアを提起する必要があ

るかもしれない。しかし、このプランの成否は政治的にも経済的に

も成長の回復にかかっている。こうした文脈に沿ってのみ永続的な

ユーロと欧州金融問題を成功裏に解決する道をイメージできるので

ある。」（９） 
 サマーズの議論は、「成長第一」論である。成長のための投資優先、

労働力の流動化等の方向への切り返しがありそうだ。所得格差、国

際収支不均衡への批判的視点の確認が必要である。 
③ILO…緊縮政策の罠 
 2012 年 4 月 29 日、ILO は、「仕事の世界報告書 2012 年版：より

よい経済のためのより良い仕事」を発行した。冒頭に前書きが掲げ

られているが、そのテーマは、『どのようにして緊縮政策から抜けだ

すか』である。概要を紹介する。（１０） 
◎雇用状況は欧州で停滯しており、その他地域では改善が見られな

くなった 
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 この１年、労働市場は世界経済のスローダウンに苦しんできた。

今日尚、2008 年に始まった世界危機による失業者が 5 千万人おり、

更にこれからの 2 年に新規労働人口 8 千万人が見込まれる。これだ

けの労働力を吸収する成長は期待できない。 
◎世界危機も 4 年目に入り、結果として国際労働危機は新しい構造

的な局面を迎えた 
 例えば長期失業者の人々は労働市場から追われかねなくなってい

る。先進国では不本意ながらのパートタイム雇用や、一時雇用が

2/3~1/2 の国で増加している。非正規雇用の割合も 2/3 の新興国や

途上国で 40%以上と高い。女性や若年者の失業率は先進国で 80%、

途上国で 2/3。 
 仕事が不安定なことは労働者にとり、家族にとり、何よりも人間

としての悲劇である。同時に生産能力の無駄遣いでもある。なぜな

ら、就業と失業との繰り返しが技術を失わせることになるからであ

る。大企業の投資に使われていない内部留保は今までにないレベル

に積み上がっている。一方同じ先進国でも小企業は投資と仕事を生

み出すための融資が得られない。先進国、新興国、途上国いずれに

おいても投資がいっそう不安定になっており、そのため、仕事の供

給も不安定になっている。 
 ディーセントジョブ（しっかりとした仕事）が少なくなってきて

いることに社会は不安を増してきている。この報告書のために開発

された社会不安指数は、2011 年は 106 ヶ国中 57 ヶ国で前年比悪化

している。欧州、中東、北アフリカ、サブサハラアフリカが高い社

会不安を示しており、中南米では改善が見られる。 
◎状況の悪化は、先進国、とくに欧州が緊縮政策の罠に陥っている

ことを反映している 
 2010 年以降、G20 会議や世界フォーラムにおいて、職の問題を

重視する声明が続いたが、経済政策の焦点は仕事を生み出し、改善

することからシフトされ、財政赤字削減に集中されていった。欧州

では財政赤字削減が金融市場を鎮めるための 重要課題と見なされ

た。しかし、今回の危機の影響を受けていない国にも予防的な理由

から同じ対策を取るところが出てきている。金融市場からのネガテ
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ィブな反応を避けるためには何であれ財政赤字が削減されなければ

ならないのである。このアプローチは、大きな投資と成長を、少な

い財政赤字で実現するために道を整備しようとするものである。 
 加えて、政策シフトの一部として先進国の多くは雇用規制を緩和

し、労働組合組織（労働市場組織）を弱めてきた。こうしたステッ

プは金融市場がこれを好感して、信認と成長と雇用を強めたいとい

う希望から取られたものである。しかし、これらの期待は実現され

なかった。主に南欧の国であるが、緊縮政策と規制緩和を 大限追

求したが、経済と雇用、成長は引き続き停滞し、財政ポジションを

安定させるのにも多くの場合、失敗した。これらの失敗の基本的原

因は、需要の展望が望めない状況のもとで実施され、更には苦しい

借入依存の縮小と自己資本充実への取り組みの中で銀行システムが

複雑さを増す時期に行われたために、これらの政策が民間投資を刺

激できなかったということにある。 
 緊縮政策の罠が弾けた。緊縮政策は実際、弱い経済成長しかもた

らさず、不安定さを増し、それは銀行の貸出をいっそう縮小させ、

投資を減らし、結果的に職場を減らした。皮肉なことにこの政策は

政府予算にマイナスの影響を与え、緊縮政策をいっそう強くしなけ

ればならない悪循環に陥っていった。 労働市場改革による雇用効

果は、景気循環に依存する。不況に直面した時、手心を加えた規制

が、職を生み出す支援を与えることの無い、大きな人員整理に導く

可能性がある。団体交渉の弱まりが賃金の下方スパイラルを惹き起

こすことになるように、そうした状況は回復のいっそうの遅れをも

たらすであろう。 
◎…しかし、他の国々では内需を強める戦略が広がりつつある 
 多くの新興国や発展途上国は、先進国向け輸出の弱気な見通しを

埋め合わせるため国内需要を強める戦略を追求している。インド、

中南米、南アフリカ、そして 近では、中国のように幾つかの国で

賃金が生産性に追いついていこうとする動きが出てきた。公共投資

や社会保護にも力が入れられた。 
 にもかかわらずこれらの国々でさえ労働力市場や実体投資は、世

界経済の弱まりに対して無傷ではいられない。変動の激しい資本の
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流れも実体経済の安定と、より良い仕事を生み出す可能性を小さく

している。それゆえ国内需要を強め、それを中核労働基準で労働力

を強制補充し、資本取引を不安定にするのを避ける手立てを取ると

いう現在のアプローチを更に追求することは決定的に重要である。 
◎もう一つ別のアプローチがある 
 緊縮政策の罠から離れることもできる。昨年の「仕事の世界報告

書」は、三叉のアプローチを提案した。それらは今日もなお有効で

ある。第一に、生産性の伸びとともに賃金も伸びていくように黒字

収支国からでも始めるかたちで、労働組合組織が強められることで

ある。今日のような状況にあっては、 低賃金について慎重でよく

考えた引き上げが検討されるべきである。中核的労働基準を実現し

ていくために一層の努力をすることは特に大きな差の出た新興国、

途上国で力になる。全ての G20 諸国が ILO core Conventions に批

准することが出来ればこの分野で積極的なサインを出すことになる。 
 第二に、信用状態を回復し、小企業にとって、より好ましいビジ

ネス環境をつくりだしていくことが重要である。このことは中央銀

行が市中銀行に実体経済への信用供与を行わせることができなかっ

たユーロ圏諸国で特に急がれる。収益の金融的再投資はしても生産

的再投資をしていない大企業や、生産的投資や仕事の供給を目的に

低い税率となっている企業には法人税を引き上げることがあっても

良い。（この項は、内部留保や、投資促進を名目に減税しながら実際

には投資できていない業者には新たに課税するという積極的な提案

が出てきている。） 
 第三に、予算内に収まっているうちは、雇用を増やすことも可能

である。歳出と歳入の構成比率で財政的に中立を保てる変更によっ

て 1~2 年、180 万~210 万の仕事を作り出すことができる。新興国

や途上国の場合、貧困と所得格差を縮小し、総需要を刺激していく

ために、焦点は公共投資や社会保護に向けられる。先進国では、焦

点は失業者、特に若者の失業者が新しい職を得るために適切な支援

が得られているかに当てられている。 
◎職業指向的政策は経済に前向きな影響を与えるが、金融部門から

の要請には政策立案を主導させてはならないという認識は持って



11 

 

いなければならない。 
 2011－12 年にかけての重要な反省事項である。今日の政策的ア

プローチでは、成長が緊縮財政の後に続き、そして今度は成長の後

に仕事が続くということが前提とされている。この図からすると、

主な今日までの関心は、赤字の削減と、十分なレベルまでの世界経

済成長の回復である。そうした観点から見ると、その後間もなく仕

事も生み出されてくるはずであった。結局、もっと直接的に仕事の

創造に取り組むとか危機に際して も脆弱な人々の所得を高めるこ

とは、赤字財政縮小、経済成長促進に比べれば、それらに準ずる重

要性しか認められていなかったのである。     
 今や、こうした前提を信頼出来ないということが明らかになって

きた以上、すでに概説してきたような代替的、或いは仕事を中心に

据えたアプローチがあることを示すことが肝要である。この代替的

アプローチは、Global Jobs Pact の採用を通して ILO が鍵となる役

割を果たし、効果のある政策の具体例をしめしてきた事と共に不可

欠である。ILO は、政策分析フォーラムでも重要な役割を果たせる

と、ILO は対案を提示する。ILO は続いてその課題を遂行する国内

組織について述べ、 後にグローバル・ガバナンスについて以下の

ように述べる。 
  
 後に、高いレベルの雇用を確保する政策にシフトする国家的努

力は、世界経済ガバナンスの改革により助けられてきた。この改革

の鍵となる目標は、世界経済に高く、安定したレベルの有効需要を

提供することである。このことは、以下のことを意味している。 
（ⅰ）国際収支不均衡と、世界経済成長の潜在力を抑えこむ近隣窮

乏化策とを一掃することのできる経済政策の効率的な国際協調を確

保する； 
（ⅱ）世界経済への継続的脅威を取り除く（不安定で、規制のない、

海外金融の流れ）； 
（ⅲ）将来の国際経済危機に対処する協調的マクロ経済政策を発展

させる。 
 つまり、この報告は今日的政策アプローチからドラマチックなシ
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フトをする時に必要となる条件を準備・配置していくよう各国に呼

びかけているのである。この報告は、あるアプローチが必要なこと

を強調する。それは、政策アジェンダの冒頭に仕事の問題を掲げる

ことが重要であり、マクロ経済政策、雇用・社会政策を貫く一貫性

を大切にするというものである。この課題は、国内と世界のガバナ

ンスに深い変化を求めている。複雑な課題である。しかし、きつい

課題であっても、この行く手に向けての前進は仕事への展望と、よ

り効率的な経済によって報われるであろう、と報告のサマリーはま

とめている。労働運動を中心に 99％の世界市民が運動を総括し活性

化していく必要がある。その際、緊縮財政と新自由主義の関係を正

しく捉えていくことが求められる。 
 
7．消費税増税は日本の緊縮政策である 
 欧州を中心に緊縮政策の姿で復活してきた新自由主義の姿を見て

きたが、日本もまた同じ動きの中にある。「財政再建」の名のもとに

進められている「社会保障と税の一体改革」は、社会保障改悪と、

悪の庶民増税である消費税の大幅引き上げである。野田政権は、

「欧州のようにならないように財政再建を」と主張するが、日本が

欧州から学ぶべき教訓は緊縮政策失敗の教訓である。わが国は、米

国の企業競争力回復支援を狙ったドル安円高放置、TPP 加盟による

市場開放等、米国の経済政策支援を負担しようとしており、その緊

縮政策が国民にもたらす負担はいっそう大きなものとなるのである。 
 財政再建を目指して取り組むはずの『一体改革』が、もたらすもの

はやればやるほど財政赤字が大きくなり、更に規模の大きな緊縮政策

が必要になる『緊縮政策の罠』でしかない。誤ってから訂正するので

なく、 初から正答が必要である。「日本の緊縮政策、『社会保障と税

の一体改革ノー』」を合言葉に日本経済再建への取り組みが求められて

いる。 
 
                             
１ G20 政策の推移については、「経済 2012 年２月号」掲載論文「G20 とスティ
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