
小泉政権の経済政策は成功するか

日本経済再建の処方箋

経済協力開発機構(OECD)前副事務総長

重原久美春

小泉内閣の掲げた構造改革がさまざまな論議を呼んでいる。なかでも、国債発

行額の限度を３０兆円とする財政再建策の早期導入が、デフレ経済に拍車をか

けることを懸念する声が強い。ところが、政府は緊縮財政路線を堅持する姿勢

を崩していない。このため、日銀に金融政策の追加発動を求める声や、いわゆ

るインフレターゲット論、円安誘導論が台頭している。構造改革を成功させる

ためには、はたしてどのような経済政策が望ましいのか。日銀金融研究所長等

を挟んで数度にわたりOECDに勤務、英語圏外出身者として初めてチーフエコ

ノミストに就任、その後副事務総長を務めた重原久美春氏が日本経済再建のた

めの処方筆を提示する。(「金融財政事情」編集部)

はしがき

小泉政権が誕生してまだ１カ月も立たないころ、イギリス人の国際エコノミス

トとして著名なウォルフが「なぜ、小泉は失敗するか?」という鋭い分析の論

文を英国フィナンシャル･ タイムズ紙(5月8日号)に発表した。ほぼ同時に、筆

者は、国際通貨基金(IMF)が本年５月初めに公表した「世界経済展望」におけ

る日本の経済政策に関する分析を批判するとともに、小泉首相の打ち出した財

政再建路線についてコメントする小論を同紙(5月15日号)に寄稿した。また、

より最近、米国プリンストン大学のクルークマン教授が小泉政権の経済政策路

線について相変わらずの鋭い舌鋒で疑問を投げかけた(ニューヨーク･ タイムズ

紙7月9日号)。

これらの論文の共通点は、少なくとも部外者にわかる形で小泉政権の責任者が

用いているレトリックで理解できる限りにおいては、新政権の経済政策路線が、

日本経済の供給面での改善策(実はこれも本稿の作成時点では中身が必ずしも



明確ではない)に力点を置きすぎており、総需要管理政策の重要性を十分に認

識していないとみられることへの批判ないし懸念の表明であることだ。

たとえば、クルークマン教授は竹中平蔵経済財政担当相と面談した際に、大臣

が「供給面の改善を促す政策がやがては需要をつくる」と説明したと報ずると

ともに、そうした需要創出効果が出るまでの間、いかなる総需要管理政策によ

って需給ギャップを埋めていくつもりなのか、大臣から明確な答えがなかった

と述べている。そのうえで、彼は小泉経済政策が「構造改革なくして景気回復

なし」とか「構造改革か経済低迷か」の二者択一ではなく、「改革と低迷」の

路線をたどっていると論断した。

構造改革には適切な総需要管理が不可欠

日本の失業率が５%の大台に乗せて以来、経済効率の向上を目指す構造改革に

加え、雇用対策が政界や論壇における論議の主題としてにわかに浮かび上がっ

てきた。そして日本の失業問題の根因として、国内の需要構造の変化とともに、

東アジア新興工業経済や開発途上国のなかでも工業化のテンポが著しい中国な

どが低価格でかなり良質の製品を輸出できる国として台頭してきた、といった

構造要因による面もあることが強く認識されるようになった。同時に、今後小

泉政権の経済構造改善策が具体化･ 実行される過程で、さらには民間金融機関

の不良債権処理が加速される過程で、非効率企業や過剰債務を抱えた企業の市

場退出が促されれば、優良な既存企業や新規企業等で直ちに就業機会が大幅に

増加し、かつ就業希望者の技能･ 資質がこれにマッチしていない限り、循環要

因と構造要因の双方により失業が増大し、社会の秩序維持や経済福祉の公正な

分配の観点からみて深刻な問題が生じかねないことに対する懸念が国内でも次

第に強まっている。

失業問題の解決策については、筆者が経済協力開発機構(OECD)経済総局長兼

チーフエコノミストに就任した直後の１９９２年５月に開催されたOECD閣僚

会議において、OECD事務局にじっくり研究させ、その成果を２年後の閣僚会

議に報告させることが議決された。解決策の９つの柱は別表に掲げたものであ

るが、その第一が「適正なマクロ経済政策の運営」であることは、現下のわが



国経済政策運営にもきわめて重要なインプリケーションをもっている。

小泉改革路線の問題点

日本における構造改革の重要性について、筆者が内外のメデイアを通じて訴え

始めてからすでに１５年余になる(たとえば、『週刊東洋経済』1991年１１月

23日号誌上の米国スタンフォード大学テイラー教授〈現米国財務次官〉と筆者

の対話、および、同誌1997年１１月1日号の「規制緩和は将来への投資だ」を

参照)。紙面の制約もあり、ここでは構造問題の論述に多くのスペースを割か

ないが、それは筆者が、現時点における日本経済の再建にあたって、構造対策

を軽視していることを意味しない。否、レトリックを用いるならば、「構造改

革なくして景気回復なし」ではなく、「構造改革なしに経済福祉水準の持続的

な向上なし」が筆者のキー･ メッセージである。

一国の経済福祉水準の物差しとして通常用いられるのは、国民一人当り国内総

生産(GDP)の実質値である。この指標には生産活動に伴う環境汚染などの外部

不経済が十分に反映されていないといったきらいはあるが、国民の物質的な生

活水準の推移を把握するのには手っ取り早い。そして、各国国民の物質的な豊

かさを比較する際には、通常、購買力平価(OECD作成)でみた各国の国民一人

当り実質国内総生産(米ドル建て)の計数が用いられる。これでみると、日本国

民の物質的な生活水準は１９９０年当時、米国水準の８２%であったが、２０

００年には７１%にまで低下した。これは、まさしく、マクロ経済政策の失敗(そ

の結果としての需給ギャップの持続的拡大)と構造政策の不徹底(その結果とし

ての総供給ポテンシャルの伸び悩み)の両面から生じたものである。

日本国民の「物質的な生活水準の持続的な向上」という日本国政府の経済政策

の最終目標を実現するにあたっては、政府･ 日銀当局による適切なマクロ需要

管理政策と構造改革を車の両輪として、経済全体そして各部門が整合性を保ち

ながら、スムーズに経済活動の前進発車･ 加速をインフレのない持続的な過程

として実現しなければならない。より具体的にいえば、高齢化の進展に伴い就

業可能人口の趨勢的な減少が見込まれるなかにあって、就業者一人当り･ 就業

時間当り物的生産性の向上につながる経済効率化のための、生産物市場におけ



る内外両面にわたる競争政策の促進、官業の民営化、規制改革などが重要だ。

また、金融システム面では、金融機関の不良債権の処理促進といった後向きの

政策だけではなく、金融･ 資本市場の一層の整備を図り、国民貯蓄の物的資産

への転換(物的投資)にあたる金融の資源配分機能の円滑化などを進めねばなら

ない。

それと同時に、労働市場面では、就業可能な人々の雇用機会を確保するための

適切な総需要管理政策、高齢ながら健康に恵まれ就業意欲もある人達や女性の

労働力の更なる活用や生涯教育を通ずる職能スキルの維持、などを含む能動的

な(アクティブな)労働市場政策も大切だ。そして、社会福祉政策の面では、労

働需給のミスマッチのなかで不幸にして就業機会を得られない人達のシビル･

ミニマムを守る所得保証制度を他者への依存心を助長しない範囲で確保するこ

とが社会連帯の観点からますます重要になっている(拙著「所得格差の拡大に

如何に対処するか?」、『論争東洋経済』2000年5月号、参照)。

こうした多方面にわたる施策のデザインなしに、構造改革に偏重した経済政策

を進めると失敗することは、OECD諸国の経験が教えてくれるところである。

この点看過できないのは、とくに不況期に生じた循環的失業が履歴効果を通じ

て構造的失業に転ずる傾向が強いだけに、マクロ経済政策の適切な運用による

実体経済の安定化が、短期のみならず、中長期的な所得と富の公平な分配にも、

重要な意味合いをもつことである。

インフレーションとデフレーションを回避し、一般物価の真の安定(物価指数

の計測上のバイアスなどを修正したもの)を維持することは、金利所得から得

られる実質購買力と金融資産の実質価値が不測の変動にさらされるリスクを少

なくすることを通じて、とくに専門的な金融知識を持ち合わせていない庶民の

金融貯蓄･ 投資行動を円滑化し、所得と富の公平な分配にも資する。物価の安

定を最終目的とする金融政策当局は、租税、移転支出などを扱う財政当局と同

様、所得と富の分配の問題に十分な注意を払わなければならないのである。

一方、人口の高齢化に対する中長期的な政策対応に関しては、OECD閣僚理事

会の要請に従い、筆者が副総長として関係局のスタッフを指揮してとりまとめ



た報告書(”Maintaining  Prosperity in an Ageing So ciety”)が、１９９７年の閣

僚会議に提出されたあと、公表された。この報告書には、高齢化社会のなかで

老若ともに高い生活水準を維持するために必要な公的年金制度の改革のほか、

租税、労働、社会、教育、さらには私的年金にからむ資本市場整備など、幅広

い分野にわたる政策提言が盛り込まれている(その主要なポイントは、重原

著、”New Policies for Dealing with Ageing”、OECDオブザーバー誌１９９７

年６・７月号参照)。

本稿では、以下の諸点だけを指摘しておこう。

・高齢層と就業年齢層との間における所得分配の問題は、基本的には、

— 健康な高齢者の生産活動への積極的な参加を支援するシステムの構築、

— 高齢就業者を含む全労働者の生産性向上などを通ずる国民所得の増大、

　—これによって増加する税収などに裏打ちされた真に支援を要する高齢者へ

　　の所得移転、

　などによって解決すべきものであること、

・ その意味で、分配の問題は経済の効率化、生産性の向上を通ずる成長促進

の問題と切り離しては論ぜられないこと、

・これらは急速な高齢化とともに少子化が目立つ日本ではとくに大切なポイン

　トであること。

マクロ需要管理政策のあり方

これまで論述したように、構造政策の重要性を主張する点で、筆者は人後に落

ちないが、以下では、経済政策の両輪の一つであるマクロ需要管理政策に限っ

て愚見を記してみたい。いうまでもなく、総需要管理政策は閉鎖経済体制の下

では財政政策と金融政策に大別される。一方、開放経済体制の下では、これら

にさらに為替相場制度（レジー厶）の選択に関する政策、とある種の制度(た

とえば、管理フロート制)の下で為替相場操を操作する政策とが加わる。以下

では、開放経済体制下のわが国の総需要管理政策のあり方について、現下そし

て当面見通される内外マクロ経済環境をふまえ、順次手短にコメントしよう。



財政政策のあり方

１９８０年代後半、国際公約であった内需の拡大が主として拡張的な金融政策

の遂行によって実現されるなかで、財政再建が進められた結果、わが国の一般

財政収支対名目GDP比率は１９９１年には原形数ベースで2.9%、景気上昇に

伴う税収増加分などを捨象した構造収支ベースで2.5%のそれぞれ黒字を達成

するまでに至った。しかし、バブル崩壊後は、景気対策として、公共投資を中

心とする歳出の増大、さらには企業および個人の税負担軽減、そして長期にわ

たる景気低迷に伴う税収不足などから、一般財政収支は逐年悪化の一途をたど

り、同比率は２０００年には原形数ベースで6.0%、構造収支ベースで5.2%の

それぞれマイナスとなった。かくて、公債残高の対名目GDP比率は２０００年

には12.3%と、先進国中で最高の水準に達したのである。しかも、人口の高齢

化が先進国中最も早いテンポで進展しつつある日本では、公的年金支払いの増

大が財政収支悪化要因として今後大きくのしかかってくる。OECDの計測によ

れば、２０００年には7.9%だった公的年金支払い額の対名目GDP比率は、な

んの改革もなされないと、２０５０年には13.0%に達すると見込まれている。

こうした状況をふまえ、小泉政権が緊縮財政を中長期的な課題として取り込む

ことはきわめて適切なことである。

しかしながら、当面の経済政策運営にあたっては、以下に論述するように、巷

間で議論されている金融政策手段の追加発動の効果が疑わしい状況のもとで、

国債発行額の限度を３０兆円とする財政再建策を早期に導入することは、マク

ロ経済運営の弾力性を損ない、場合によっては財政面から政策不況を生ずる危

険がある。筆者がすでに５月１５日の英国フィナンシャル･ タイムズ紙上で論

じたように、財政再建は、景気要因による税収の変動や失業保険支払いなど歳

出面での変動を捨象した「構造赤字」を中長期的に削減するというルールに従

って進めるべきであり、短期的には、国内投資･ 貯蓄バランスの動向もふまえ

て弾力的な財政政策を運営すべきである。国内民間投資が低迷する一方、民間

貯蓄が国民の先行き不安などを映じて増加傾向にあるときは、国債発行額３０

兆円の限度にとらわれず、オープンな国債市場の金利動向に反映される市場の

国債消化能力をみながら、国債発行額の限度を探る柔軟な姿勢が望まれる。

もちろん、財政政策は、マクロ経済政策であるとともに、ミクロ経済政策、さ



らには社会政策といった顔をもっていることも忘れてはならない。バブル崩壊

後の公共投資拡大策は、民間設備投資や住宅投資の落込みの著しい地域経済に

おける雇用の確保などに重要な役割を果たした。この政策はまったく間違って

いたわけではない。しかし、直接的そして間接的な経済効果や社会的な外部効

果について厳密な吟味もなしに、いわばバラマキ型の政策執行がムダを多くし

た(公共投資の総需要誘発効果—乗数効果—を弱めた)点は反省しなければなら

ない。欧米先進国に比し、わが国における都市部の社会資本はまだまだ立ち遅

れが目立つ。高齢化がさらに進展し、構造的な就業者不足が生ずる前にこそ、

耐用年数の長い、しっかりした社会資本の充実につながる公共投資を効率的に

推進すべきである。そのためには、公開入札など、競争原理を徹底しなければ

ならない。

金融政策のあり方

物価安定を最終目的とする金融政策の枠組みに関しては、近年、これを担当す

る中央銀行の独立性を高める動きがOECD加盟国のなかで定着しているが、こ

れに関連して、その対外説明責任(アカウンタビリティ)ともからみ、数値をも

って明示されたインフレーション目標を設定する動きがかなりの数のOECD加

盟国でみられた。日本では、現在、デフレ的な色彩が払拭されていない状況の

下で、これら諸国における場合(インフレ率の引下げを目的)とは異質な動機で、

インフレ目標設定の是非が論議されている。

インフレ目標に限らず、広く金融政策に関する数値目標の設定は、金融政策の

「裁量とルール」について長年にわたって欧米で論ぜられてきた問題にかかわ

る重要なポイントである。この点に関する筆者の見解については、中国人民銀

行における基調講演「金融政策の目標と指標OECD諸国の経験」(OECDプレス

リリース、1996年7月１日)やブンデスバンク記念講演(“Options Regarding

the Concept of a Mo netary Policy Strategy”、ブンデスバンク編、Verlag

Vahlen刊、1997年)においてすでに体系的に論ぜられている。本稿では、現下

のわが国におけるインフレ率の数値目標の是非に限って略述しよう。

インフレ目標は以下のとおり金融政策の効果波及過程における「中間目標」と

して位置付けられる。



･ 最終目標…物価の安定(これを通ずる持続的な経済成長の実現への寄与)。

･ 中間目標…マネーサプライ、民間銀行信用、実効(名目･ 実質)為替相場、名目

　　　　　GDP、インフレ率など。

･ 操作目標…短期金融市場金利、銀行準備(総準備･ 借入れ準備･ 非借入れ準備・

　　　　　自由準備)、名目為替相場、マネタリーベースなど。

現下の日本における論議のポイントの一つは「インフレ数値目標とする金融政

策運営だけでデフレ脱却ができるか」ということである。過去におけるインフ

レからディスインフレに至る過程の経験から類推すると、この問題に対する答

は「否」である。

米国サージェント教授等が嘗て主張したようにマネーサプライ目標の設定によ

ってインフレ心理が直ちに沈静化することはなかった。インフレ心理は、総需

要引締め政策の実施による実体経済面での需給の引緩み、失業率の上昇を経て、

初めて沈静化したのだった。さらに、インフレ率目標設置国(イギリス、カナ

ダ等)でも、同様のメカニズムを通ずる実体経済面での需給ギャップの拡大、

労働需給の引き緩みを経て初めてインフレ心理は収まっていった。

こうした経験から類推して、デフレ国(日本)におけるインフレ期待がインフレ

目標の設定によって直ちに醸成されるものではないとすると、総需要拡大政策

による実体経済面での需給の引き締まり、失業率の下落ないし労働需給の引き

締まりが現実のものとなってから、徐々にインフレ心理が醸成されるとみるの

が自然である。このメカニズムが働いた結果、名目短期金融市場金利のある水

準のもとで、期待インフレ率がプラスとなれば、実質短期金利(名目金利マイ

ナス期待インフレ率)が下落し、実物投資･ 消費が刺激されることになる。しか

し、期待インフレ率が上昇すれば、長期債金利は名目ベースでは上昇し、実質

長期金利は下落しないだろう。

こうしてみると、デフレを打開するには、短期フィリップス曲線の存在をふま



え、名目短期金利をゼロないしそれに近い水準に維持する政策と、金融仲介機

関の行動に関する監督規制、財政政策、そして開放経済体制における為替相場

政策を通ずる総需要(内外需)のコントロールする政策(以下に論述)とを連携さ

せる戦略が、金融政策それ自体の運営のあり方とともに、総合的に検討されな

ければならない。

(1)銀行規制監督当局との関係

  金融庁のミクロ・プルーデンス政策が民間銀行貸出総量(金融政策の中間目

　標ないし指標としてきわめて重要な金融集計量)やマネーサプライ、ひいて

　はマクロ実体経済に影響をどのように捉えるか。

(2)財政政策当局との関係

　財政政策が短期的に総需要サイド(そして中長期的に供給サイド)に及ぼす影

　響をどのように捉えるか。

(3)通貨当局の為替政策との関係

　為替相場の動向が外需と輸入物価を通じ総需要と一般物価に及ぼす効果をど

　のように捉えるか。

誌面の制約もあるので詳述は出来ないが、インフレ率の数値目標のわが国にお

ける導入については、上記の視点から、次のような一応の結論が得られよう。

･ インフレ数値目標の設定の是非は、民間市場･ 国民の信頼を得られる整合的な

政府の経済政策(財政政策、為替相場政策、銀行健全化･ 信用秩序維持政策、経

済構造政策など)の枠組み構築作業のなかで総合的に検討されなければならな

い。

･ この作業なしに、またデフレ克服に関する金融政策理論面の詰めのないまま

(マネーサプライ目標政策の場合は、実施に至るまでに理論・実証分析面の深

い蓄積があった)、デフレ状態脱出の手段として日本で短兵急に導入すべきも

のではない。



･ 「効果が不確かでも、経済にマイナスに作用するという証拠がなければ、手

段を選ばず、デフレ克服策としてなんでも試してみるべきだ」という議論があ

るが、まずは効果がはっきりしている政策手段(たとえば、以下に論述する為

替政策)を海外関係国･ 市場参加者の理解をも得て慎重に用いることが大切であ

る。

･ 時間的整合性(タイム･ コンシステンシー)の観点からみて一貫性を欠く政策は

長い目でみると物価安定を通ずる持続的経済成長の実現にマイナスとなろう。

為替相場政策のありかた

物価パフォーマンスのよくない国(たとえば、嘗てのベルギー)がその良好な国

(ドイツ)の通貨と自国通貨との交換レートを小幅な変動幅のなかに納めること

を目標とした金利操作を行う政策は、為替政策と国内金融政策が表裏一体であ

ることを示す事例である。しかし同時に、地価や株価の大幅下落と金融機関の

不良債権問題が１９９０年代の初めに深刻だったいくつかの欧米諸国が、その

解決にあたって、為替相場の変化に解決の糸口を見出したことも看過してはな

らない。

イギリス、オーストラリア、北欧諸国などでも、不動産バブルの崩壊から景気

が悪化(スウェーデンでは、内需は１９９１年マイナス1.9%、９２年マイナス

2.0%、９３年マイナス5.0%と、三年連続でマイナス成長)、金融機関の不良

債権が巨額となったが、同時に、これら諸国の通貨は為替市場で信認を失い、

大幅な下落をみた。これに対して、これら諸国の中央銀行はインフレ率の数値

目標を導入すると共に、政府が緊縮財政政策を実施し、通貨下落に伴う輸入物

価の上昇が国内一般物価の全般的な上昇につながらないよう、努めたのであっ

た。この結果、これら諸国の国際価格競争力は強まり、輸出主導型の景気回復

が実現された。こうした契機による経済活動の活発化は、不良債権の処理、自

己資本の充実にあたる金融機関にとって追い風となった。「成長によって不良

貸出を脱却する(grow out of bad-loans problems)」といわれる所以である。

翻って、日本円の為替相場はバブル崩壊後も高値を維持し、１９９５年には１

米ドル８０円の大台を突き抜けて上昇をみた。当時、OECD経済総局長兼チー



フエコノミストの立場にあった筆者は、財政･ 金融･ 為替相場政策面での国際協

力を論議するOECD専門部会(当時の議長は米国ラリー･ サマーズ財務副長官、

原則として主要国の財務次官･ 中央銀行副総裁クラスで構成する秘密会合)にお

いて、「必要とあらば、無制限のドル買い･ 円売りの実施、これによって金融市

場に放出される円資金の放置(いわゆる「非不始化介入」の実行)などにより、

日銀は短期金融市場金利のゼロ水準への低下を容認すべきだ」を提言した。

中央銀行は、閉鎖経済においては、単に金利政策の総需要に対する影響を通じ

て経済の総供給と総需要のバランスを調整し、更にこれを通じるインフレ期待

の変化というメカニズムにもよって、物価の安定を中長期的に実現することを

目指す。しかしながら、開放経済体制の下では、為替相場の変動が輸入物価の

変化を通じて国内一般物価に及ぼす影響に加えて、国際価格競争力の変化に伴

う輸出･ 輸入量(したがって純輸出)の変化が総需要ひいては需給関係を変化させ、

一般物価に影響を及ぼすメカニズムについても吟味し、適切な国内金融市場金

利の操作をしなければならない。たとえば、カナダ銀行は、国内市場金利の実

質値(名目金利水準から期待インフレ率を差し引いたもの)の変化幅と実効実質

為替相場の変化幅との加重平均値をもって金融政策の実体経済に及ぼす効果を

示す一つの指標として用いていたことがある。こうした単純な金融政策の指標

によれば、日本銀行の金融政策は１９９０年代の前半、名目金利の引下げにも

かかわらず、実質的な金融市場条件は引き締まり方向にあった、というのが当

時の筆者の見方であった。為替市場政策と金融市場オペレーションを一体とし

て捉えて行われた上述の提案は、こうした金融状況の実質的な引き締まりに関

する認識をふまえて行われたものであったが、当時の政策当局者の採用すると

ころとならなかった。

この間、わが国は、プラザ合意以降一貫して、世界輸出市場におけるシェアの

低下に甘んじてきた。具体的には、プラザ合意の翌年に10.5%のピークをつけ

た日本の輸出シェアは、９３年には9.1%、２０００年には7.1%にまで落ち込

んだ。この間、アメリカのシェアはこの間10.5%、12.5%、12.6%となって

おり、またOECD非加盟国のシェアも9.7%から14.6%、17.0%へと上昇した。

円高趨勢のなかで実質賃金その他の生産コストの引下げを目指した、輸出産業

の企業努力にもかかわらず弱体化した日本企業の国際価格競争力の回復は、政



府の為替相場政策によって名目為替相場をファンダメンタルズに見合った水準

近辺での小浮動に納められない限り、以下の市場メカニズムでしか達成できな

い。

すなわち、名目賃金、物価の下落と企業のさらなる経営効率化、企業の海外移

転(いわゆる「空洞化」)の同時進行である。企業経営の絶えざる効率化は、前

述した物的生産性の向上を通じ、高齢化に伴う就業人口の趨勢的な減少に対処

しながら、国民の経済福祉水準の維持･ 向上を図るための重要な処方筆である。

しかしながら、日銀のオーソドックスな政策手段が手詰まりとなり、日銀の国

債購入増加など巷間で論議されているようなさらなる対策も実体経済の需給関

係に目立った効果を期待できない状況のもとで、名目賃金の持続的な下落、し

たがってデフレ状態の継続を助長するような為替相場を政策的に容認するコス

トはあまりにも大きすぎる。

この問題意識は、冒頭に紹介したイギリスの論者のほか、アメリカ、ヨーロッ

パ大陸の一部の有力な学者や筆者の知己である政策当局者のなかでも、共有さ

れるようになってきた。筆者は、こうした状況をふまえ、円相場が購買力平価

(153円/ドル)を割り込まない範囲で円高是正を実現するため、政府通貨当局と

日本銀行が協力して欧米およびアジアの主要国当局と協議に入ることを提案し

ているところである。

あとがきに代えて

内外の経済運営を巡る不確実性が、世界経済の減速のなかで強まっている。こ

うした状況下、欧米主要国を中心とした既存の国際経済政策協力の枠組みを超

えて、中国などアジアの有力国と数を絞った欧米主要国および日本とで構成す

る、新たな協力体制の構築が必要になっている。そして、財政・経済担当大臣

や中央銀行総裁はもとより、次官･ 副総裁級、さらには政策担当局長など、多

様なレベルで、より組織的かつ効果的な政策協議体制(随時のテレビ電話会談

などを含む)を強めることが切に望まれる。

「仏を作って、魂を入れず」という諺がある。もちろん、どんな体制をつくっ



ても、政策当局者間の相互信頼がなければ十分に機能しない。お互いの力量に

一目置きあった人間としての交流が国際的な政策協力にも不可欠だ。そしてテ

クノクラートの仕事が成功するかどうかは、国内の政治指導者、そして彼らの

海外におけるカウンターパートによき人を得ているか、によるところが大きい。

小泉政権の僥倖に期待するだけではなく、筆者を含む投票者の態度が日本経済

の再建の可否を握るカギである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(２００１年 9月 15日　記)
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