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Ⅰ 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きた「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、国際収支赤字国の「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月の第２回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てきたのであ

る。「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ようコミットした」との

合意が書き込まれた１)。 国内での社会福祉負担に

おける「自助努力」、為替政策、国際収支調整政策

における「近隣窮乏化策」、いずれも自己・自国の

利益を「防衛」するために人々の非合理的不安、

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、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

縮政策受け入れか、二者択一の問題であるかの如

く、ギリシャの姿勢が問われたのである。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。新自由主義とワシン

トン・コンセンサスの復活である。しかし今日、

時代はそれらの逆流を許すのではなくなってきて

いたのだ。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重ねてき

ているのである。 

 

Ⅱ 緊縮政策推進政権の敗北 
 

 

 

 

   

 5 月６日、新たな仏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。同氏は勝利演説

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」と語り、彼の

使命は欧州に成長と繁栄の側面を与えることだと

述べた２)。フランスの社会党新政権がユーロ全体

の政策にどれだけイニシアチブを発揮できるか注

目される。 

 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（同国社会労働党→国民

党）、2012/3 のスロバキア（民族主義政党→中道

左派政党）上述の仏大統領選、更には翌６月の仏

国民議会選挙（UMP 国民運動連合グループ過半

数→社会党会派過半数）に及び、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、フランス大統領選と同日行われたギリシ

ャ議会総選挙でも緊縮政策への国民の厳しい批判

が下された。5 月の総選挙ではいずれの党も過半

数を超える連立政権を組閣できず、６月再選挙の

結果、従来の二大政党（実際には議席喪失のため

一・三位連立）が大連立を組むことによりようや

く組閣、しかもその選挙では、野党はもとより、

緊縮政策受け入れの当事者であった二大政党まで

が、緊縮政策の見直しを公約としていた。 

 こうした国民の批判を受けて、ユーロ圏諸国、

EU 官僚も対応に乗り出し、６月 28－29 日の欧州

サミットでは各国の金融機関救済資金を EU 機関

が直接出資することで当事国の負担を軽減する方

針が打ちだされた。しかし早くもその実質効果・

実現性を疑う声が出ており、引き続き国民による

監視が求められている３)。 

 

Ⅲ 長期化する雇用情勢の悪化 
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 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

況感の差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、５月に全労働者の 11.1%、

1756 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、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 24.6%が失業し、

25 歳以下では 52.1%が失業していた ４)。米国の

６月の失業率が足踏みとは言え 8.2%と改善して

きているのと対称的である。欧州中央銀行は 7 月

５日、政策金利を 0.25%引下げ、過去 低の 0.75%

としたが、その効果を期待する声は小さい５)。 

 

Ⅳ 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。私は

一時、連邦化を含めた政治統合が必要と考えたが、

必要となっているのはユーロ圏内収支不均衡と言

う形で発生した富の格差をどう調整するのか、貧

しい国が豊かな国から救済資金を受け続けて緊縮

財政に甘んじていくのか、豊かな国がわが国の地

方交付税のような税金で赤字支援もし、生産性格

差是正のための投資援助・技術指導まで行なって

いき、格差の根源を是正していくのかという問題

だと考えるに到った。ドイツの資金を引き出すこ

と、南欧・旧東欧の生産性向上計画の推進方法の

模索、ユーロ圏内中央銀行・市中銀行の圏内銀行

としての協調義務強化が当面の課題であろう。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。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） 

  

Ⅴ 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、新たな失業と貧困をもたらし、消費を減らし、

経済成長を妨げるものである７）。 

 

（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『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螺

旋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
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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。 

 

(3)  ILO…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８）。 

 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

政策の焦点は職の創出と改善から、財政赤字削減

にシフトされていった。欧州では財政赤字削減が

金融市場を鎮めるための 重要な課題と見なされ

た。ILO は、今日的政策アプローチから劇的なシ

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だと、この報告

を位置づけている。ILO の今日の労働行政への批

判的姿勢が示されている。 

 

Ⅵ 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、緊縮政策が国民に

もたらす負担は更に大きなものとなるのである。 

 

注 

                                 
１ G20 政策の推移については、森史朗「G20 とスティグ

リッツの戦略」（「経済 2012 年２月号」新日本出版社）
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figures a setback for Obama” New York Times, 

Jul.6,2012 : Chris Giles, et al,” Central banks act 

to boost growth” F.T., Jul.5,2012 
６ 森史朗訳『スティグリッツ国連報告』、水山産業出版

部 2011 年 1 月刊 Ⅵ-35。 
７『スティグリッツ国連報告』Ⅰ 
８ International Labour Organization, International 

Institute for Labour Studies, “World of Work Report 

2012：Better jobs for a better economy”.”Summary”. 

《 著者自己紹介 》 

 52 歳で銀行を早期退職した私は大学院を目指

したがパーキンソン病を発病、以後自宅での研究

に割り切った。そして 2009 年 3 月に「スティグリ

ッツ委員会」の報道を新聞に見つけ国連 HP を見た。 

 世界が危機に直面している時に、国連という場

で、「国際経済危機でいつもしわ寄せに合い苦しむ

のは一般の国民や貧しい人々であり、途上国の

人々である。今こそ、国際経済システムをより良

い地球のために機能するものに改革して行かなけ

ればならない。そのためには国際社会全体の参加

が必要である。」と言う立場からの検討が始まって

いるというのである。興味が沸くと同時に、ブロ

グ（「和泉通信ブログ」）で多くの人と分かち合っ

ていきたいという強い気持ちを持った。途中、翻

訳の中断も考えたが、読者から励まされ完訳でき

た。書籍としての出版は、多くの研究者と新しい

つながりをもたらしてくれた。そして今は、研の

質に対する責任を痛感させられてもいる。 

（もり しろう） 
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