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 金融政策の再考  
 

金融政策に関するこの政策ブリーフは、ILOの決議「新型コロナウイルス危機からの人間を
中心に据えた包摂的かつ持続可能で強靭な回復に向けた行動に対するグローバルな呼びかけ」
を適用するために取るべき措置について詳しく述べているアニス（アニスザマン）・チョー
ドゥリー博士1の論文2をもとに作成されています。このブリーフは、決議の概要や金融政策、
財政政策、産業政策を取り上げ、決議を実施するために各国政府が取ることのできる措置に
ついて述べた一連の政策ブリーフの一部です。これらのブリーフの目的は、決議を実施する
ための労働組合のアドボカシー活動を支援し、公平かつ持続可能で雇用創出につながる回復
を促進する新型コロナ復興計画の策定を後押しすることにあります。 

 

 

1 Adjunct Professor at School of Business Western Sydney University and former Director at UN-ESCAP’s Macroeconomic 
Policy & Development Division. 

2  Chowdhury, A 2022, Supportive macroeconomic and industrial policies for a broad-based, job-rich recovery, Public 
Service International, <https://publicservices.international/resources/publications/supportive-macroeconomic-and-
industrial- policies-for-a-broad-based-job-rich-recovery?lang=en&id=13076> 

021年6月に開かれた総会において全会一致で採択された決議は、新自由主義的なマクロ経
済・産業政策から脱却する必要性を示すとともに、各国政府が雇用創出を伴う回復を計
画・促進し、労働環境を改善させ、ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕
事）やジェンダー平等、持続可能性を確保する必要があることを指摘しています。主要な
合意事項として、各国政府は次の実行を求められます。 

a. 公平性と安定性を育む、マクロ経済・財政・産業支援策を採用する 
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金融政策とは何か？ 

金融政策とは、国が経済における通貨供給量、信用、金利に影響を及ぼすために採用する一連の
政策をいいます。ほとんどの国では、金融政策は政府や立法措置によって定められた全体的な目
標に基づき中央銀行が決定します。金融政策の目的は、物価と経済の安定を中心とすることが多
いものの、雇用の成長といった他の目標も考慮に入れなければならないことが少なくありません。 

中央銀行は、さまざまな政策ツールを利用して経済における通貨の量を左右することができ
ます。たとえば、(i) 民間銀行が資金を借り入れる際の基準金利を変更する、(ii) 銀行が中央銀
行に預けなければならない準備金の額を変更する、(iii) 債券などの資産の売却または買い入れ
を行う（公開市場操作や量的緩和と呼ばれます）、(iv) 国際市場で自国通貨や外国通貨を買い
入れて通貨の価値を上げたり下げたりする、などの方法があります。 

(i)と(ii)の措置は、民間銀行の貸出能力や信用創出能力に影響を与えます。基準金利や準備要件を
引き下げると、民間銀行が貸し出せるお金が増えることになります 

1980年代以降、新自由主義が広がってからというもの、中央銀行はインフレ率に特にこだわるよ
うになり、「インフレ目標」―インフレ率を予め決定した水準や範囲で低く維持すること―を中
心に金融政策を策定しています。 

組合が金融政策に注意を払うべき理由 

金融政策が組合運動で取り上げられることは滅多にありません。しかし、取り上げられるべきで
す。金融政策は中立的なものではなく、大きな分配効果を及ぼします。中央銀行が意図的に経済
から通貨を引き揚げると、借り入れコスト（金利）が上がります。したがって、そのような措置
は企業活動を抑制し、労働力に対する需要を押し下げ、雇用を減らし、賃金と交渉力を低下させ
ます。 

 

b. ILO創設100周年記念宣言で定められた人間中心のアプローチの潜在的な有益
なマクロ経済的効果の理解を向上させることを含め、包摂的かつ持続可能で強
靭な経済成長、完全で生産的かつ自由に選択できる雇用とディーセント・ワー
クの実現を目指す財政・金融・貿易・投資政策を推進する 

これはつまり、新型コロナ復興計画の一環として、政府は1980年代から経済政策の主流と
なっている新自由主義的なマクロ経済理論に回帰するのではなく、格差を縮小させ、気候危
機に対処し、新型コロナウイルス危機からの雇用創出を伴う包摂的かつ持続可能で強靭な回
復を達成する進歩的な金融・財政・産業政策を策定すべきだということです。各国政府はま
た、多額の対外債務を抱える国々にマイナスの影響を与えるような世界的な金融ルールに対
処することで合意しています。 

c. 危機に関連して財政・金融政策の余地が縮小したり、持続可能な対外債務を抱え
ている途上国への支援を通じて、世界的な連帯を促進する 
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富裕層はたいてい、債権を持っている側あるいは投資をする側です。彼らはまた、巨額の銀行預
金を持っています。労働者はたいてい、お金を借りる側あるいは債務を抱えている側です。した
がって、金利の上昇は富裕な投資家には利益をもたらしますが、ローンを支払っている人々は、
より大きなコストの負担を強いられます。 

よく言われるのは、賃金の上昇がインフレにつながるということです。政府がインフレ率を低く
抑えることにこだわっている場合、労働者の交渉力を下げるような行動を取ります。たとえば、
公的部門の賃金に上限を設けたり、失業者を増やしたり、組合結成や団体交渉をしにくくしたり
するのです。けれども、CEOの給与や報酬に上限を設けることはありません。 

実際には、ここ数十年、労働者の実質的な手取りは徐々に低下するか伸び悩む一方で、CEOの給
与は増え続けています。米国では、1979年からパンデミックまでの間に、CEOの報酬は940％増
加したのに対し、労働者の報酬は12％しか増えませんでした3。2021年には、CEOと米国の労働者
の賃金格差は、670対1に達しました4。 

インフレを労働者のせいにすることは、独占的な力を持つ大企業が利益幅を拡大することでも物
価上昇が起こるという事実を無視しています5。現在の急激なインフレは、過去最高水準の企業
利益を生み出していますが6、労働者は生活費の上昇に悩まされています。 

賃金上昇によるインフレは、労働者の購買力を高め、家計の債務を減らし、ひいてはより多くの
ビジネスを生み出すのであれば、悪いものではありません。しかし、ほとんどの国で賃金の上昇
はインフレに追い付いておらず、インフレの原因になっていることも滅多にありません。結果的
に、低賃金－高債務－脆弱な低成長の経済という悪循環が生じています。 

 
3 Mishel, L & Wolfe J 2019, CEO compensation has grown 940% since 1978, Economic Policy Institute, viewed 9 June 2022 

<https://www.epi.org/publication/ceo-compensation-2018/> 
4 Rushe D 2022, ‘Wage gap between CEOs and US workers jumped to 670-to-1 last year, study finds’, The Guardian, 7 

June, viewed 9 June 2022 <https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/07/us-wage-gap-ceos-workers-institute- 
for-policy-studies-report> 

5  Bivens J 2022, Corporate profits have contributed disproportionately to inflation. How should policymakers respond?, 
Economic Policy Institute, viewed 9 June 2022 <https://www.epi.org/blog/corporate-profits-have-contributed- 
disproportionately-to-inflation-how-should-policymakers-respond/> 

6  Martin M (Reporter) 2022, ‘Economist explains record corporate profits despite rising inflation’, NPR, 13 February, 
podcast, viewed 9 June 2022 <https://www.npr.org/2022/02/13/1080494838/economist-explains-record-corporate- 
profits-despite-rising-inflation> 

http://www.epi.org/publication/ceo-compensation-2018/
http://www.epi.org/publication/ceo-compensation-2018/
http://www.epi.org/publication/ceo-compensation-2018/
http://www.epi.org/publication/ceo-compensation-2018/
http://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/07/us-wage-gap-ceos-workers-institute-
http://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/07/us-wage-gap-ceos-workers-institute-
http://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/07/us-wage-gap-ceos-workers-institute-
http://www.epi.org/blog/corporate-profits-have-contributed-
http://www.epi.org/blog/corporate-profits-have-contributed-
http://www.epi.org/blog/corporate-profits-have-contributed-
http://www.epi.org/blog/corporate-profits-have-contributed-
http://www.npr.org/2022/02/13/1080494838/economist-explains-record-corporate-
http://www.npr.org/2022/02/13/1080494838/economist-explains-record-corporate-
http://www.npr.org/2022/02/13/1080494838/economist-explains-record-corporate-
http://www.npr.org/2022/02/13/1080494838/economist-explains-record-corporate-
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新自由主義的な金融政策を見抜くには 

新自由主義的な金融政策は今やあまりにも一般的になったため、疑問視されることはほとんどあ
りません。新自由主義的政策は、国のインフレ率を一定の低い範囲に抑えることに主眼を置きま
す。いわゆる「インフレ目標」政策です。目標とする水準は一般に、富裕国では2％未満、低・
中所得国では5％未満です。インフレ目標政策は、インフレを国の経済にとって最大の脅威とし
て扱う一方、雇用、気候、貧困、不平等、持続可能な開発といった喫緊の課題には目を向けませ
ん。 

中央銀行がインフレの抑制を望む場合、通常は基準金利や政策金利を引き上げたり7、債券を売
却し、政府支出を抑えるために国債の買い入れをやめたり、あるいは準備金規制を強化したりす
ることで、経済からマネーを引き揚げます。最も一般的な方法は、金利の引き上げです。 

この新自由主義的なアプローチは、債務がどこから発生し、何に使われたかに関係なく、政府債
務は経済成長にとって悪いものであり、インフレにつながるとの考え方に立っています。IMFは、
債務残高の対GDP比を、富裕国では60％、低・中所得国では40％に維持することを推奨していま
す。主流となっている新自由主義的な金融政策では、債務残高の対GDP比がこの水準を超えると、
成長に有害とみなしています。新自由主義的な金融政策は通常、財政赤字の削減、公益事業への
支出削減、減税などの新自由主義的な財政政策とセットになっています。 

新自由主義的な金融政策の支持者は、金融当局は政府・行政当局から完全に独立した立場、ある
いは政治的な干渉を受けない立場になければならないと主張しています。彼らは、中央銀行を独
立した、政治的に中立的な存在として位置付けています。しかし、歴史的に見れば、例外はある
ものの、ほとんどの中央銀行の理事会は経済界とエリート層の出身者で占められており、一般に
資本と銀行家の利益を推進し、新自由主義の正統性を支持しています。中央銀行の理事会に、組
合や女性の権利の運動家、先住民族、低所得コミュニティの代表者という、国の金融政策に重要
な貢献ができる人々が加わることは滅多にありません。 

 
新自由主義的な金融政策の問題点 

低水準のインフレ率が良い、あるいは経済成長に寄与することを示す証拠や研究はありません8。
2％というインフレ目標は、1980年代にニュージーランドの財務大臣が「2」という数字を思いつ
きで選んだことをきっかけに広がったようです9。IMF自身が行った研究を含め、その他の研究で
は、インフレ率がもっと高くても、プラスの経済成長を遂げられることが判明しています。にも
かかわらず、IMFの推奨もあって、相変わらず低インフレ率の維持が中心的な目標に据えられて
います。 

政府の借り入れや中央銀行からの融資がインフレの上昇を引き起こすという確固たる証拠はあり
ません10。また、国の経済成長を確たるものにしたり、逆に阻害したりする特定の債務残高 

 
7 The rate at which retail banks borrow overnight from central banks to maintain their cash reserves. 
8 Chowdhury, A 2022, pp. 32-34 
9  Chowdhury, A, Sundaram, J K 2022, ‘Inflation Targeting Voodoo’, IPS News, 1 March, viewed 7 June, <https://www. 

ipsnews.net/2022/03/inflation-targeting-voodoo/>; Irwin, N 2014, ‘Of Kiwis and Currencies: How a 2% Inflation Target 
Became Global Economic Gospel’, The New York Times, 19 December, viewed 7 June 2022 <https://www.nytimes. 
com/2014/12/21/upshot/of-kiwis-and-currencies-how-a-2-inflation-target-became-global-economic-gospel.html>. 

10 Chowdhury, A 2022, pp. 31-32 

http://www/
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対GDP比率というものが存在することを示す証拠もありません11。実際、多くの国にとって、財
政赤字や中央銀行からの多額の借り入れあるいは資金調達は、その国の財政政策を支えるのに役
立ちます。 

現実には、インフレは戦争、パンデミック、気候危機、コモディティ不足などの外的要因によっ
て引き起こされることが少なくありません。今起こっている状況はまさしくそうであり、パンデ
ミックやウクライナでの戦争、さまざまな気候事象などによって供給不足が生じた結果です。金
利を引き上げても、こうした要因にストップをかけることはできず、生活費上昇というさらなる
問題を引き起こすにすぎません。富裕層は、金利が上がってもお金を使わなくなることはありま
せん。そうなるのは、予算の限られた労働者とその家族だけです。 

インフレ目標政策の枠組みは、労働分配率の低下につながるという研究結果が出ています12。し
たがって、新自由主義的な金融政策は、インフレ水準を低く抑えることだけを目的とし、雇用、
賃金、貧困、不平等をおざなりにするがゆえに、インフレ上昇への適応という負担を生産活動と
雇用（すなわち、労働者の雇用と労働者の賃金）に転嫁することになるのです。 

 
新自由主義的な金融政策に代わる、雇用創出を伴う回復のための進歩的な金融政
策とその例 

現在の新自由主義的な金融政策に取って代わる金融政策―「Build Forward Better（より良い未来
の構築）」を後押しし、雇用創出を伴う広範な回復につながる支援的なマクロ経済政策を求める
ILOの決議に沿った政策―は可能であり、かつ必要です。 

なぜ可能かといえば、以前は各国が進歩的な政策を取っていたからです。実際、インフレ目標が
発明されたのは1990年代初頭のことでした。富裕国は工業化を進める中で、雇用増大に焦点を当
てた金融政策の恩恵を受け、現在の豊かさと発展水準を達成したのです。にもかかわらず、IMF
のような機関は、低所得国が今日、同じ金融政策を取ることを認めません。 

興味深いことに、30年以上にわたってインフレの原因に関係なくインフレ目標を主張してきた
IMFが最近、その立場を変えたように見えます。最近のブログ13の中でIMFは、各国は食料・エネ
ルギー価格の上昇をコントロールしようとするのをやめ、「最も弱い立場にある人々を守る」こ
とを目指すとともに、最貧困層の人々が確実に社会保障を受けられるようにすべきと述べていま
す。さらに、物価を低く抑えようとする取り組みは国家予算に多大な犠牲を強いるものであり、
「エネルギー価格の上昇は、より効率的なエネルギー利用と再生可能エネルギーへの投資を促し、
食料価格の上昇は、農業生産の増大を促すはずである」とも述べています。各国は、エネルギー
企業の超過利益に恒久的に課税すべきです。 

 

 
11 Chowdhury, A 2022, pp. 26-30 
12 Rochon, L-P & Rossi, S 2006, Inflation targeting, economic performance, and income distribution: a monetary 

macroeconomics analysis, Journal of Post Keynesian Economics, vol. 28, no. 4 (Summer), pp. 615–638. 
13 Amaglobeli et. al 2022, ‘Response to High Food, Energy Prices Should Focus on Most Vulnerable’, IMFBlog, 7 June, 

viewed 7 June 2022< https://blogs.imf.org/2022/06/07/response-to-high-food-energy-prices-should-focus-on-most- 
vulnerable> 
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開発目標を金融政策の 
主目的にする 

 
金融政策は、完全雇用、ディーセント・ワー
ク、格差是正、気候変動対策などのさまざま
な持続可能な開発目標を支えるように策定す
べきです。 

歴史的に見ると、中央銀行は主に開発的な役
割を担っており、公共投資のための資金を提
供してきました。世界最古級の中央銀行であ
るイングランド銀行とスウェーデンのリクス
バンクは、インフレ目標以外の開発優先事項
を精力的に推進することを禁止されておらず、
開発のための融資に大きな役割を果たしまし
た。たとえば、リクスバンクは全国民への住
宅供給を積極的に推進しており14、イングラン
ド銀行は他に先駆けて、商工金融公社、産業
金融公社、銀行産業開発公社などの専門的な
開発機関を設立しました。バングラデシュ銀
行も開発銀行の性格を持つ中央銀行として、
物価の安定と包摂的な成長という二重の使命
を担っており、農業部門向けの与信政策や小
作農向け与信プログラム、中小企業向け融資
など、さまざまな金融包摂プログラムを通じ
て、包摂的な成長に寄与しています。バング
ラデシュ銀行はまた、商業銀行や金融機関に
再生可能エネルギーや省エネ技術などの分野
への融資を奨励する特別な借換枠を導入する
ことによって、環境に優しいプロジェクトを
推進しています。このように、国の金融当局
は、政府の開発目標や優先事項を後押しする
ような金融政策を策定する役割を果たすこと
ができます。 

 
 
 
 

14Megaw, N 2017, ‘Slowdown in Swedish house prices is 
‘positive’ for stability – Riksbank’, Financial Times, 22 
November, viewed 7 June 2022 <https://www.ft.com/ 
content/4f521645-b8fe-3491-983b-9271c4cdbf16>. 

金融政策の主目的として 
インフレ目標を重視するのをやめる 

 
金融当局は、インフレに対してより柔軟なア
プローチを採用し、インフレ率が上昇する度
に通貨供給を引き締めることを避けるべきで
す。インフレ目標から脱却することで、政府
は、景気減速を回避するために財政出動を行
うといった、より柔軟な財政政策を取ること
ができるようになり、ひいては国民の雇用、
賃金、ニーズを守ることができます。 

 

 
 
 

 
 

15Kajimoto T 2022, ‘BOJ’s Kuroda sticks to powerful 
easing, sees inflation as short-lived’, Reuters, 30 May, 
viewed 
7 June 2022 
<https://www.reuters.com/business/bojs- kuroda-
vows-patiently-continue-powerful-monetary- easing-
2022-05-30> 

代替的な政策と提言の一部の紹介 

実践例 
 
日本銀行（日銀）は、現在の世界的なイ
ンフレの高まりに、利上げで対応してい
ません。代わりに、新型コロナウイルス
感染症が引き起こした景気の停滞からの
回復を助けるために忍耐強く強力な金融
緩和を続けています。日銀総裁は、「物
価だけが上昇すれば良いと考えているわ
けではない。企業収益や雇用、賃金が増
加する中で物価も上昇していく好循環の
形成を目指している」と述べています15。 

http://www.ft.com/
http://www.ft.com/
http://www.reuters.com/business/bojs-
http://www.reuters.com/business/bojs-
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中央政府が中央銀行からの借り入れや融資を
受けられるようにする 

 
中央政府は、財政活動に必要な資金を調達す
るために、中央銀行などの国内の資金源から
借り入れを行うことを制限されるべきではあ
りません。開発を助け、最終的に歳入を増や
すことになる公共財やサービス、インフラへ
の投資を増やすために国内借り入れが行われ
る場合は、特にそうです。国内債務は、対外
債務よりも望ましいといえます。対外債務は
通常、債務危機や緊縮財政につながりかねな
い脆弱性と結び付いているからです。した
がって、政府が中央銀行から借り入れや融資
を受けることを禁止し、その結果支出をまか
なうために対外債務を増やしたり、資金不足
から緊縮財政を実施したりせざるを得なくな
るような規則や法律は改正すべきです16。 

多様性があり、民主的で、説明責任を負う 
金融当局 

 
中央銀行の理事会は、企業エコノミストや銀
行家で占められています。利益成長だけでな
く幅広い目標を達成する金融政策を策定する
のであれば、中央銀行の理事会には、労働組
合や女性の権利団体、先住民族、移民者団体、
市民社会団体（CSO）など、経済界以外の代表
が含まれているべきです。多様な団体の代表
を含めることにより、中央銀行は、完全雇用、
パンデミック、気候変動、格差などの多種多
様な問題をよりよく考慮できるようになり、
金融政策の策定においてインフレ目標への過
度な偏りを防ぐことができます。 

中央銀行が議会に対して確実に説明責任を負
うようにすることも重要です。議会が中央銀
行の意思決定と運営を厳しく監視し、中央銀
行からの政府借り入れをチェックできるよう
にする必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Public Service International 2020, Workers and Debt 
Briefs, viewed 7 June 2022 <https://publicservices. 
international/resources/news/debt-briefs---executive-boa 
rd?lang=en&id=10390&showLogin=true> 

実践例 
 
中央銀行理事会における多様な代表の
参加の例： 

オ ー ス ト ラ リ ア 労 働 組 合 評 議 会
（ACTU）の議長だったボブ・ホーク氏
は在任中、オーストラリア準備銀行理事
会の理事を務め（ 1973～ 1978年）、
ACTU書記のビル・ケリー氏も在任中、
同銀の理事を務めました（1987～1992
年）。フェミニスト経済学者のマリリ
ン・ウェアリング氏は 2005～ 2009年
に、ニュージーランド準備銀行理事会の
理事を務め、PSI会長のデイブ・プレン
ティス氏は、2012～2015年までイング
ランド銀行の非業務執行取締役を務めま
した。労働組合会議（TUC）の総書記の
フランシス・オグレディ氏は、2020年
10月にイングランド銀行の非業務執行
取締役に就任し、アイルランドで2番目
に大きい労働組合のフォルサの元総書
記、シェイ・コディ氏は、2020年12月1
日にアイルランド中央銀行委員会に就任
しました。 

 

実践例 
 
新型コロナウイルス感染症のパンデミッ
ク中、クロアチア、ハンガリー、ポーラ
ンド、ルーマニア、セルビアの中央銀行
は、現地通貨建ての国債を買い入れて経
済への通貨供給量を増やすことを目的と
する資産買い入れプログラム（APP）を
実施しました。オーストラリア、ニュー
ジーランド、トルコの中央銀行も同様の
APPを導入し、インドネシアとフィリピ
ンは救済・回復対策に資金を供給するた
め、中央銀行からの政府借り入れを禁止
する法律を凍結しました。欧州中央銀行
も、政府債の買い入れを禁止する法律を
かいくぐる革新的な仕組みを通じて政府
債を買い入れています。 
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用語集と詳しい解説は、こちらをご覧ください 

https://popshort.link/glossary 

中央銀行に対する民主的な監督は、いくつかの国で実践されています。 

イングランド銀行に対しては、総裁やその他関係者を財務省委員会に呼んで証言さ
せる議会審査をはじめ、数多くの公式・非公式な仕組みを通じて民主的な監督が行
われています。 

欧州中央銀行（ECB）は、欧州連合の機能に関する条約（TFEU）の第284条(3)と欧州
中央銀行制度（ESCB）法第15条に従って、欧州議会に説明責任を負っています。
ECBはまた、欧州連合司法裁判所（CJEU）の司法審査を受けることになっています。
司法審査では、CJEUがECBの行為や決定の適法性を判断することができます。 

mailto:psi@world-psi.org
http://www.publicservices.international/
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