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２０２１年度第 ２ 回公開研究会
２０２１年９月４日（於：公益財団法人政治経済研究所・オンライン）

主 催 者 挨 拶
齊藤 壽彦
（公益財団法人政治経済研究所代表理事）

公益財団法人政治経済研究所は、政治、経
済、社会、文化などさまざまな分野の情報を
社会に提供して公益に寄与することを目的と
しています。また、1946 年に財団法人として
創立され、本年度に75 周年を迎えました。
本研究所ではさまざまな調査研究を行って

おりますが、その中でも中小企業問題を重要
視しています。中小企業問題というのは極め
て重要な研究分野であり、かつコロナの関係
において中小企業に大きな問題が生じており
ます。
本日の報告者である太田三郎先生は、倒産
研究の第一人者でございます。倒産がどのよ
うな状況になっているのか、またコロナ禍に
おいてどのような対策が求められているのか
について、資料に基づきながら本日はご報告
いただけるとのことです。
それでは先生、よろしくお願いいたします。
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コロナ禍での中小企業の現状と課題
－ 企業倒産を中心として－ 1

太田 三郎
（おおた・さぶろう

公益財団法人政治経済研究所理事、千葉商科大学名誉教授）

はじめに
本報告の目的は、企業倒産の視点から、コ
ロナ禍にある中小企業の現状を大企業と中小
2
企業を時系列 で当該数値を比較、観察しな
がら、中小企業の課題を見いだし、倒産もし
くはコロナ禍で業績が低迷する中小企業の再
3
生(回復)を探ることにある 。

る。因みに、2008 年、リーマンショック時
における中小企業の売上高、対前年度比はマ
イナス 11.6 ％、経常利益の対前年度比はマ
イナス 32.3 ％であった。2020 年 2 月から発
生した新型コロナウイルス関連倒産の増加は、
規模の大小にかかわらず、19 年度からの景
気落ち込みに加え、企業業績の悪化に拍車を
掛けたことは間違いないといえる。
2. 収益性、不況抵抗力の低下

Ⅰ

コロナ禍での中小企業の現状

2020 年度の総資産経常利益率をみると、
１. 売上高と経常利益の減少
中小企業は 3.1 ％で、前年度を 1.2 ％下回っ
た。大企業は 3.8 ％で、前年比を 0.7 ％低下
中小企業におけるコロナが発生した 2020
した。
年度の売上高伸び率は、対前年度比でマイナ
2020 年度の損益分岐点売上高比率では、
ス 8.9 ％、大企業の同比はマイナス 9.4 ％で
中小企業は 85.1 ％で前年比とくらべ 3.1 ％上
あった。新型コロナ禍の影響で売上高は大企
昇した。大企業では、69.1 ％で、前年比とく
業、中小企業も 9 ％前後のマイナスであった。 らべ 2.0 ％上昇した。
経常利益率の伸び率をみると、中小企業の
中小企業、大企業とも同比率は上昇したも
対前年度比率は 23.9 ％、大企業の同比率は
のの、中小企業の上昇の程度は高かった。す
12.2 ％であった。収益力に関しては、大企業
なわち、中小企業の不況抵抗力は大企業と比
よりも中小企業の方が新型コロナウイルスの
べて大きく低下したことを示唆している。
影響を大きく受けていることがわかる。
規模の大小を問わず、売上高伸び率、経常
3. 生産性の低さ
利益伸び率ともに大きな減収・減益であった
4
ことが明らかとなった。特に、中小企業は、
労働生産性 を大企業と中小企業を比べる
コロナ禍には、特に収益力は中小企業が大き
と、その格差は大きい。2020 年度の実績を
な影響を受けたことがうかがえる。コロナ禍
みると、中小企業が 5.4 百万円に対して、大
は企業業績に大きな影響を与えたことが理解
企業は 10.8 百万円であった。格差の幅をみ
できる。特筆すべき点は、この大きな落ち込
ると、2008 年度、2009 年度が連続して規模
みが、2008 年時のリーマンショック以来の
間格差が縮小したが、その後は中小企業 1 に
落ち込みであったこと、2020 年 2 月に新型
対して大企業は、その 2 倍前後で推移してい
コロナウイルス関連倒産が発生し、2021 年 8
る。中小企業は生産性の低さが財務的課題の
月末には累計で 2,000 件の新型コロナウイル
1 つとなっている。
ス関連倒産が確認されたことなどがあげられ
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4. 資金調達構造の偏り
中小企業の資金調達構造の推移をみると、
経営の安全性をあらわす指標の自己資本比率
は、2017 年度から 4 年連続で 40 ％台を維持
している。大企業の自己資本比率と比べても
遜色はない程度になった。しかし、借入金の
割合はここ 4、5 年低下傾向(34 ％～ 32 ％)
にあるが、大企業(21 ％～ 23 ％)と比べると
依然として高い。社債等による資金調達の多
様化が進んでいないのが現状である。

Ⅱ

企業倒産と新型コロナウイルス関連
倒産 5 の実態

1. 企業倒産の実態
2020 年度の企業倒産件数は過去最少とな
り 7,779 件であった。倒産件数は 2014 年度
(9,911 件)から 6 年連続で1 万件を割ったこと
になる。
負債総額をみると、3 年連続で減少傾向を
たどっている。2018 年度の 1 兆 6,218 億円、
19 年度の 1 兆 2,672 億円に次いで、20 年度は
1 兆 2,115 億円であった。負債総額が少ない
ことは大規模企業倒産と倒産件数全体が減少
したことによるものと推測が出来る。なお、
2020 年 2 月から発生した新型コロナウイル
ス関連倒産件数の累計は 21 年 8 月末までに
2,000 件に達した。

業種が多く、かつ対面式業種と繋がりがある
業種が多くを占めた。
3. 新型コロナウイルス関連倒産の事例分析
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事例 1．旅行業：設立 1981 年、負債総額
278 億円、資本金 8,375 万円で、2020 年 6 月
に民事再生法の適用を申請した。
同社は、関西の中堅旅行業者として、国内
主催旅行「しろくまツアー」「ジオツアー」、
海外主催旅行「ハッピーホリデー」を看板商
品として、販売した。このほかにもホテル業、
レンタカー事業、EC 事業などに加えて、近
年にはインバウンド需要を取り込みながら、
幅広く事業展開をして成長を遂げてきた。
しかし、20 年に入り新型コロナウイルス
感染の拡大で、世界的な出入国の制限や国内
での外出自粛の影響で同業界はダメージをう
けた。また緊急事態宣言による国内外の旅行
の自粛の影響でホテルの予約は激減し、大量
のキャンセルが発生した。新規予約も大幅に
減少し、今回の民事再生法の適用を申請する
に及んだ。

2. 新型コロナウイルス関連倒産の影響が高い
業種

事例 2．芸能プロダクション：同社は、設
立 2014 年 、 負 債 総 額 6,200 万 円 、 資 本 金
1,000 万円で、2021 年 7 月に破産法を適用申
請した。
2020 年初旬には、イベント等の営業を行
なっていたが、コロナ禍拡大により、イベン
ト出演が急減し、また同年 11 月に当該経営
者の酒気帯び運転容疑で逮捕されるという事
態もあった。なお、同社の負債総額は 3,700
万円で、関連会社が 2,500 万円であった。

業種を中分類で区分して観察すると、新型
6
コロナウイルス関連倒産シェア が 20 ％以上
の業種を列挙すれば、宿泊業(50.9 ％)、飲食
業(26.5 ％)、織物・衣服・身の回り品小売業
( 25.8 ％ ) 、 生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ・ 娯 楽 業
(22.9 ％)、飲食料品卸売業(22.2 ％)、繊維・
衣服等卸売業(22.1 ％)の順となっている。
いずれの業種も非製造業であり、対面式の

事例 3．酒類輸入販売の卸売業：同社は、
設 立 2004 年 、 負 債 総 額 17 億 円 、 資 本 金
5,000 万円で 2021 年 8 月に破産法を適用申請
した。ビール・ウイスキー輸入販売業で、輸
入酒類を酒類卸売業者や小売店、料理店等に
販売していた。
同社は、酒類のほか、衣料販売にも拡張し、
20 年 4 月期には売上高 12 億円をあげていた
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が、その後の新型コロナウイルスの感染拡大
で酒類販売が急減し、業況が急激に悪化した。
この間、複数のネット通販サイトで販売する
ものの、販売不振で 2021 年には事業停止、
破産手続きに入った。新型コロナウイルス禍
を真正面から影響を受けた典型例といえる。
事例 4．カジュアルウエア卸売業：同社は、
設立 1951 年、負債総額 19 億 3,000 万円、資
本金 6,980 万円であったが、21 年 6 月に民事
再生法を適用申請した。しまむらやライトオ
ンなどの 大手量販店との取引実績で、2003
年 2 月期には売上高 64 億円を上げていた。
同社は、流通や消費の変化に加え、低価格
帯商品との競争が激化し、長期にわたる販売
不振が続いた。2020 年 2 月期には、売上高
27 億円に激減し、さらに今回のコロナ禍で
さらに販売が急減した。加えて取引先の民事
再生法適用申請で資金繰りが悪化し同法申請
の手続きに至った。長期にわたる販売不振の
ところ、新型コロナウイルス禍が引き金とな
り倒産した事例といえる。
事例 5．娯楽業：同社は、設立 2007 年、負
債総額 84 億円、資本金 4,800 万円で、2020
年 4 月に破産法を適用申請した。
同社は、ゲーム機器、景品販売、レンタル
事業、子供向け娯楽施設、アニメ雑貨販売に
も参入した。アミューズメント施設運営を中
心に、業容を拡大するが、2020 年に入り新
型コロナウイルス感染拡大で、三密ビジネス
として直接的にコロナ禍の影響を受けた。
ここでは新型コロナウイルス関連倒産事例
を 5 つあげたが、倒産の引き金は確かに新型
コロナウイルスにあるが、倒産原因が重層的
に積み重なった状態の結果、倒産に至ってい
る企業がほとんどであった。

Ⅲ

コロナ禍での中小企業の課題

2020 年初期から続く新型コロナウイルス
感染拡大の中で、中小企業は、減収・減益に

悩まされた。減収・減益は中小企業だけでは
なく大企業にも及んだが、とりわけ経常利益
の減少増加(対前年度 23.9 ％)は大企業(同比
率 12.2 ％)の 2 倍近くであった。中小企業の
当面の課題の 1 つは、減収・減益にどう対応
するかだ。
コロナ禍で中小企業は、収益力(総資産経
常利益率)と不況抵抗力(損益分岐点売上高比
率）にも翻弄された。大企業も両指標を低下
させたが、中小企業ほどではなかった。特に
中 小 企 業 の 不 況 抵 抗 力 ( 85.1 ％ ) は 大 企 業
(69.1 ％)と比べ、大幅な落ち込みであった。
中小企業は突発的な外部要因の変化(今回は
パンデミックの発生)で大きなダメージをう
けた。突発的な外部要因の変化にどう向き合
うか、課題が残った。
生産性(労働生産性)にも課題が残る。大企
業との規模間格差が時系列でも 2 倍前後の格
差が推移する。新型コロナウイルス感染拡大
以前からの中小企業の課題といえる。
中小企業の資金調達構造の推移をみると、
自己資本比率は大企業に匹敵するレベル、
40 ％台にまで上がった。しかし、中小企業
の借入金比率(32 ％)は低下傾向にあるもの
の、依然大企業(23 ％)と比べ高い。中小企
業の過剰債務の可能性の傾向は続いている。
コロナ禍での中小企業の課題は、財務構造
など、内部要因と、リーマンショックや今回
の新型コロナウイルスのような突発的な外部
要因にどう対応するか、が課題となった。特
に中小企業は内部要因だけでなく突発的な外
部要因に対応しにくいことが判明した。

おわりに（経営の高度化8 に向けて）
コロナ禍での中小企業は企業業績の K 字型
の二極化が進む一方、5 万件ほどの休廃企業
の課題をかかえるなか、内部・外部要因の課
題解決を果たし、かつ持続可能な成長をめざ
すには、経営の高度化が急務といえる。
コロナ禍で様々な課題をかかえる中小企業
の経営者は、経営の高度化を図る必要がある。
中小企業への官と民の支援者は金融支援(ハ
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ード支援)だけでなく、経営者を巻き込んだ
DX や SDGs 等のソフト支援、いわゆる経営
の高度化をめざす支援が必要となる。休廃業
企業の急増にも DX の活用は、創業と休廃企
業の経営資源のマッチングやアドバイスにも
不可欠となり、経営資源の散逸を防ぐことに
なる。SDGs は、中小企業の経営理念に不可
欠になるだろうし、避けては通れない時代が
到来しつつある。
中小企業経営者には、官と民の支援者を巻
き込み、経営の高度化に果敢に挑戦し、経営
の転換、改善に役立てることを期待したい。

価値額で除した額をいう。なお、中小企業の労働生
産性の低さを問題にする議論には批判もある。
5) 新型コロナウイルス関連倒産とは、新型コロナウイ
ルス関連が引き金(主たる要因)となり倒産に至った
企業をいう。
6) 新型コロナウイルス関連倒産シェアの算式を、新型
コロナウイルス関連倒産件数 /当該業種の倒産件数×
100、を用いて、かつこのシェアが 20 ％を超える業種
を選択した場合で、2020 年 2 月～ 2021 年 7 月までの
期間を観察する。
7) 新型コロナウイルス関連倒産の事例分析は(株)東京
商工リサーチ調べの事例による。
8) 経営の高度化とは、経営者やその支援者が経営のハ

注

ード(金融)と、DX や SDGs 等の考え方を取り込んだ

1) 本報告は、公益財団法人政治経済研究所主催、公開

ソフト(金融以外)の両面から充実を目指す経営をい

研究会(2021 年 9 月 4 日)で報告した要旨である。報

う。

告内容の主たる資料は、一般財団法人企業共済協会
『企業倒産調査年報』(2020 年度版)2021 年 10 月発行
予定、をもとにまとめた。なお、『企業倒産調査年
報』は、1979 年(昭和 54 年)から発行し、現在至って

『政経研究時報』 No.24-1（2021 年 8 月発行）

いる。英文版は 2015 年から刊行し、わが国の企業倒

2021 年度第 1 回公開研究会

産の情報を世界に向けて提供している。なお、本年

齊藤壽彦「主催者挨拶」

報は、わが国唯一の公的な企業倒産の資料である。

甲斐沼美紀子「地球温暖化問題に対する国際

本報告は、中小企業の現状を企業倒産の視点からみ
たが、倒産の根源的、結果的な要因は倒産の内部要
因で、当該企業の損益を中心とする財務構造の悪化
で表面化することから、中小企業の財務指標の特徴
をもって中小企業の現状を捉えた。また新型コロナ
ウイルスのような突発的な外部要因も倒産要因の 1 つ
となる。
2) 各指標値の時系列は、バブル崩壊(1990年)からアジア
通貨危機・IT バブル崩壊(2000 年)、リーマンショッ
ク(2008 ～ 2010 年)、東日本大震災(2011 年)、今回の
新型コロナウイルス(2020 年)の 30 年間の推移を示す。
財務省「法人企業統計調査」四半期別調査にもとづく。
3) 中小企業の定義は、金融・保険業を除く資本金 1,000
万円以上の営利法人で、中小企業は 1 億円以下、大企
業は 1 億円以上とする。
4) 労働生産性の算式は、従業員一人当たりの付加価値
額であらわす。付加価値額は売上高から原材料費等

的取組と日本」
特別寄稿
後藤宣代「『 3 ・11 フクシマ』 10 年後の夏：東京
五輪とコロナ・パンデミックのなかで」
現代経済研究室研究会
中谷武「斎藤幸平『人新世の「資本論」』を読ん
で」
環境・廃棄物問題研究会
野口邦和「福島第一原発事故 10 年の現状と
ALPS 処理水をどう考えるか」
論考
澁谷朋樹「災害の時代における公共投資のあ
り方」
人事の報告
相田利雄「代表理事退任の挨拶」
齊藤壽彦「代表理事就任の挨拶と今後の運営
方針」

他企業から購入した価値を差し引いた額をいい、固

研究所の動向（2021 年 4 月～ 2021 年 7 月）

定費に経常利益と減価償却費を加算した額をいう。

編集後記

規模間格差は大企業の付加価値額を中小企業の付加
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金融問題研究室・現代経済研究室合同研究会

中国経済学史を学んで
－ 報告と討論を受けて－

福光 寛
（ふくみつ・ひろし
2021 年 6 月 21 日に政治経済研究所で行っ
た報告について振り返り、最後に中国研究に
ついての私見を述べたい。

成城大学名誉教授）

階級独裁になるというレーニンの『国家と革
命』にみられる考え方が入ったことを説明し
た。つまり社会主義についての知識は、ほぼ
最初から民主主義の反対物といえる独裁と結
Ⅰ 報告の概要
び付けられて、中国に受容されたのである。
2021 年 6 月の G7 コーンウォール・サミット
社会主義への移行期は「無産階級独裁」と
でも、かつての東西対立に代わり、中国とそ
ならざるを得ないとするレーニンの考え方が、
の他の世界とがどのように対峙するか、とい
鄧小平の四項原則、さらに現代中国の憲法に
う中国問題が焦点になっている状況をまず確
引き継がれていることを説明した。同じよう
認した。サミットで問題にされたのは、中国
に「民主集中制」という革命政党の組織運営
と中国以外の世界では価値観が違うこと。そ
の考え方が、レーニンから鄧小平に受け継が
こで世界共通の価値観として筆頭に挙げられ
れ、現代の中国憲法に引き継がれていること
るのが「民主主義」のことだと確認したうえ
も説明した。
で、中国が民主主義でないと批判される理由
民主集中制については、分散より集中を強
について、価値多元主義をとっていない、民
調して意見を統一しようとした場合、あるい
主主義が機能していない、政治的多元主義が
は派閥分派の禁止まで進んだ場合、問題が出
弱い、という 3 つの批判がありうることを示
てくることを、毛沢東、劉少奇、張聞天、孫
した。この民主主義の問題が今回の報告の基
冶方，馬寅初などを引用しながら説明した。
グ ウ ジュン
本的背景である。
この民主集中制批判の例として、顧 准 を挙
論題の中国経済学史については、アメリカ
げた。顧准については、社会主義経済におけ
留学組による現代経済学の系譜ではなく、社
る市場の役割を最初に主張した点で評価され
会主義経済学の系譜を今回は追っていること
ることが一般的であるが、1990 年代に入っ
を説明した。しかしまた同時に現代経済学の
てから出版された彼の遺著『理想主義から経
系譜を追うことも重要であり例えば、六教授
験主義』での民主集中制批判などの意義を評
意見書(1957 年)を提出して経済科学の在り
価すべきだと主張した。顧准が問題にしたの
チェン ツエンハン
方を論じた 陳 振 漢、毛沢東に対して土地改
は、民主集中制のもとで独裁が生み出された
革停止を求める公開意見書(1949 年)を提出
ソ連や中国の経験である。民主集中制に問題
ト ン スウチン
した董時進などに報告者が注目していること
があることについては両国の経験で十分では
を明らかにした。なかんずく董時進の中国国
ないか、というのが彼の主張である。
内での受容、再評価の動きは、中国の社会主
顧准の主張は、軟禁中だった趙紫陽の共感
義革命全体の再評価が中国国内でも今後進む
を呼び起こしたが、中国共産党内でも必ずし
可能性をも示唆していると考え注目している。 も孤立した考え方でないことを、共感を示し
次に社会主義経済学の受容初期の段階で、
た人のリストを示して説明した。なお革命を
運動の進め方について議会主義を否定する考
起こす際に独裁は不可避だが、そのあとはす
え方、社会主義への移行期の政治形態が無産
みやかに民主化すべきであるというのが、顧
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准、趙紫陽、廖季立に共通する議論である。
このあと報告では、資本主義段階を経過す
ることと民主主義が根付くこととの関係を、
劉少奇、孫冶方，鄧子恢の議論を紹介しなが
ら説明した。純粋に経済的側面に限っても、
企業間取引における商業倫理、企業における
経理会計監査制度、国家における正確な統計
など、資本主義という時間を経過するなかで
その必要性が確立する問題は多い。資本主義
が社会主義の前段階だという意味は、単に生
産力が一定の水準に高まるという意味だけで
はない。資本主義の未熟は民主主義の未熟に
通じるのではないか、と問題提起した。最後
に近代民主制を、科学、社会主義と並べて人
類社会三大発明の一つとして、民主主義がな
ければソビエトに一文の価値もないとした陳
独秀への共感を示して報告を終えた。

Ⅱ

討論で出された論点

まず討論の口火を切る形で大西広先生(慶
応大学)が「中国経済学」の発表だというの
で市場の問題などが議論されることを想像し
ていたが、予想した内容と違っていたと発言
された。そのうえで民主集中制批判には多数
決主義への批判が含まれているが、そもそも
多数決主義でない民主主義はありうるのか、
という原理的問題がそこにあると続けて問題
提起された。また人民独裁には 99 ％のすべ
ての人の利益を守る面があると主張された。
松野周治先生(立命館大学)は、中国の議会
専制論は孫文から始まること(全人代の位置
付けはそれを受け継いでいること)を説明さ
れ、中国の一人当たり GDP はなお低く国家
建設の途上にあることを理解せねばならない
と主張された。建部正義先生(中央大学)は、
ゴータ綱領問題と国家資本主義についてどう
考えるか。また研究所の合田寛理事は、社会
主義に対して私がどう考えているか。とそれ
ぞれ質問を出された。研究会参加者の黒木さ
んからは自説の展開があった。そのあと、坂
本正先生(熊本学園大学)は、中国は米 CIA が
支援する勢力により人権や自由化といった大
義名分で国を崩壊させようとする圧力にさら

されていることも考慮すべきだと指摘された。
いずれのご指摘にも正しい面がある。ご指
摘に正面から答えるものではないが、中国研
究の在り方について私見を述べてここでのお
答えとしたい。

Ⅲ

中国研究についての私見

大西先生が「中国経済学」の発表だという
ので市場の問題などが議論されることを期待
されたという点だが、確かに、市場システム
をいかに認めるかをめぐって、中国の社会主
義経済学は歩んできたと振り返ることもでき
る。しかし私は、そうした中国で出ているテ
キストの内容と重なる報告は、新味が乏しく、
面白くないと考えている。
他方で中国の「中国経済学史」のテキスト
では、新中国を作る過程前半の社会主義化に
ついては肯定的に書かれている。したがって、
土地改革も一連の社会主義化措置も肯定的に
書かれていて、その途中に存在した「異論」
はそもそも言及されない。ここで紹介した鄧
子恢あるいは董時進のような「異論」は言及
されない。顧准は言及されるのだが、わずか
に社会主義経済における市場の役割を最初に
述べた人物としてだけである。このように中
国のテキストやあるいは研究論文で、記述を
落とされがちな人々や論点をしっかり拾いそ
の意味を議論することが、言論の自由な日本
で、中国のことを勉強する醍醐味ではないか、
と私は考えている。今回の報告はそうしたタ
イプの研究として理解いただけないか。
中国で議論されていない点を論ずる必要は
中国の学術文献検索をしても痛感される。た
とえば党の指導者について文献は大量に出る
のが当たり前だが、ただ趙紫陽についての文
献は 1990 年代以降、ほとんどない。また民
主化についての文献数は近年急速に減少して
いる。自主規制も含めて、中国の社会科学に
は顧准が批判した「史官文化」(時の王朝を
肯定する文化)の側面があることは否定でき
ない。しかし日本にいる私たちまでもそれに
染まる必要はない。私たちは、言論の自由を
活かした研究を進めるべきではないか。
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政経時評

感染症と自由民権運動
－ 民権派新聞はコレラ流行をどう論じたか－

大日方 純夫
（おびなた・すみお

公益財団法人政治経済研究所評議員、早稲田大学名誉教授）

新型コロナウィルスによる感染症の流行と
いう現実が、感染症と人間の関係に関する歴
史への関心を駆り立てている。
近代日本を襲った最初でかつ最大の感染症
はコレラであった。開国直後の 1858 年(安政
5)にまず大流行し、明治維新後、1877 年(明
治 10)、79 年、82 年、86 年と流行を繰り返
した。とくに 1879 年と 86 年の大流行はすさ
まじく、両年とも全国で患者は 15 ～ 16 万人、
死者は 10 万人を越えた。コレラはコレラ菌
によっておこるきわめて伝染力の強い下痢疾
患で、当時のコレラは致死性が極めて高かっ
た(致死率 60 ～ 70 ％)。
このコレラ大流行の時期は、自由民権運動
高揚の時代でもあった。民権運動は猛威をふ
るうコレラとどう向き合っていたのか。民権
派の代表的な新聞三紙に絞って、1879 年の
大流行時、どうコレラ流行を論じていたのか、
探ってみよう。
『横浜毎日新聞』は 6 月 24 日の社説で、
「生命」こそ第一だと主張した。権利が貴重
なのも、財産を保護するのも、職業に勉励す
るのも、生命を重んじるからだというのであ
る。そして、コレラ流行に際し、当局に対し
て、「一片」の紙面で指令を出すだけでなく、
「費用」と「労力」を惜しまず、自らが先頭
に立って予防に尽力せよと要求した。
7 月 29 日の社説では、他の地方から来る
ものを防禦すること、その地方での流行を蔓
延させないこと、「悪疫」に罹った者を救治
することの三点が「悪疫ノ防禦」には必要だ
とした。そのうえで、「真正」の患者と「類
似」の患者を一緒にすれば、感染が拡大して
しまうとして、「甲乙二個ノ疫病院」と「一
個ノ避疫所」を建設し、真正・類似・避疫の

三者を区別することを提案した。
8 月 7 日付の社説では、あらためて「人間
ノ重ズル所ハ生命ヨリ大ナルハナシ」、「政
府ノ保護スル所モマタ生命ヨリ先キナルハナ
シ」と強調したうえで、「悪疫予防」を厳密
にすること、「消毒方法」を厳重にすること
を要請した。また、「愚民」のなかに、病院
は人を殺し、血を搾り取るといった噂が流れ
ており、病院を「娑婆世界ノ地獄、無罪人間
ノ刑場」と思うようになっているとした。さ
らに、少しく知識がある者でも、病院を患者
の「投棄所」と見なしている者がなくはない
と述べた。したがって、「上」に向かっては、
なるべく人民を愛護して患者に丁寧であるこ
と、「下」に対しては、なるべく「官論」を
守って予防を厳密にすることを求めた。
一方、『郵便報知新聞』は 5 月 16 日の社説
で、各人自らが責任をもって注意するのは当
然だとしたうえで、衛生事務は内務省衛生局
と各府県の衛生係が責任をもってこれにあた
らなければならないとした。そして、コレラ
のような悪疫流行時には、臨時の対応が必要
であり、真に必要なら巨額であってもその支
出を咎めるべきではないとした。政府からの
別途支出が必要だというのである。ただし、
きちんと経験を積み、研究して、無駄のない
よう有効にこれを使うべきだと注意している。
6 月 12 日の社説でも、巨額の金円を「冗
費」としないためには、あらかじめ「良医」
の衆議を集め、適宜の方法を施して、予防法
によって生じる弊害を予防しておくべきだと
述べた。1877 年の経験を振り返って弊害と
して指摘しているのは、予防法そのものの不
適切さと、「病夫」の取扱いが「人情」にも
とっているという問題であった。これでは、

SEIKEI-KENKYU-JIHO No.24-2

「人民ヲ保護スルノ善心」が「官家ヲ怨望ス
ルノ悪意」を生み出してしまうというのであ
る。
また、6 月 20 日の社説では、「人命」を
「保護」することは「至大ノ利」であり、
「人命」を「損傷」しようとするものがある
時、これを「保護」するための費用に「幾百
万金」を消費したとしても、浪費でも不経済
でもないと主張した。そして、各人の「生
命」は各人自身に関係するので、他から干渉
することはできないにせよ、多く人が集まっ
て一町村・一郡区・一府県をなす以上、「集
成形体一般ノ為メニ便宜ヲ謀リ其責守」にあ
たるものがなくてはならないとした。各府県
の衛生係、内務省の衛生局は、その責任にお
いて、「非常」の際にあたるため、「平常無
事ノ時」に、きちんと「研究」を重ねておく
べきだとしている。
8 月 16 日の社説では、政府が制定する諸
法令や施行する処置は、「圧制ノ性質」を帯
びざるを得ず、また、実際にも「圧制ノ性
質」を帯びなければ効果をあげることはでき
ないとした。検疫・消毒などの法が施行され
れば、「不便」を蒙るものが多くなるのは当
然のことで、法に服従するものは「圧制」感
をもたざるを得ないが、これはやむを得ない
としている。そのうえで、アメリカでの対処
状況を参酌しながら、「公共衛生事務ノ力」
と「各個人自家衛生ノ力」の「両者」が互い
に「扶持」しあう関係が必要ではないかと示
唆している。
8 月 22 日の社説は、「下等人民」は「病
毒」を含む「物件」に接する機会が多いため、
コレラ感染者は「下等人民」に多いとしてい
る。多くの人が集まり、多くの物があつまる
ことが、「病毒」の蔓延・伝染の機会になる
というのである。
なお、こうしたとらえ方にもとづいて、同
紙は翌 1880 年 6 月 7 日、「窮乏貧窶ノ民」が
多いことは「衛生上ノ一大障碍」だとして、
人々が自ら予防につとめるためには、「余裕
アル民」であることが必要だと述べている。
格差の是正が必要だということになる。
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他方、『朝野新聞』は 1879 年 5 月 29 日の
社説「衛生論」で、人生の一大禍害で「病
毒」よりはなはだしいものはなく、そのうち
でも伝染病以上のものはないと書いている。
そして、「安政五年」の大流行時を思い浮か
べながら、府民自身が警戒することが必要だ
と、まず主張した。しかし、衛生は関係する
ところがはなはだ大きく、個人の警戒だけで
は無理だとして、政府としての対応を要請し
た。さまざまな予防法を講じて、いかなる
「兇毒」にも、つけいる隙を与えないことが
当局の役割だというのである。しかし、衛生
の要は、日常不断に人民の健康を保全するこ
とにあり、病気発生後にあわてて対策をたて
るのではまずい。しかも、伝染病はコレラだ
けではない。当局は一般住民の健康を害し、
病気の発生や伝染をもたらす「害物」を除去
しなければならないとして、伝染病の流行時
だけでなく、日常的に衛生環境の整備にあた
ることを要求した。
その 1 ヵ月後、6 月 27 日の社説は、コレ
ラの感染拡大に直面して、「病毒」による人
命「傷害」の「惨劇」は「戦争」以上だと述
べた。そして、人びとが自ら注意して防御す
べきなのは当然だが、社会の安寧を保護する
責任がある政府・地方官が手を尽くしてその
撲滅にあたることを要請した。
以上瞥見したように、民権派各紙は、「人
命」こそ第一であるとの立場から、人々の生
存に対する国家・行政の役割を論じた。その
際、第一に、直接的な感染対策をめぐっては、
干渉・介入と人々の社会活動との関係が問題
となった。第二に、即自的な対応だけでなく、
より基本的には、医療施設の改善と衛生環境
の改善が課題となった。そして、第三に、経
費保障の問題として、地方だけでなく、国家
がこれをいかに負担すべきかが課題となった。
さらに、第四に、生存に対する社会の役割と
して、社会の側の自主的な活動が課題となっ
た。かつて三紙が提起したこれらの論点は、
今日的な課題にも通じていると考えられる。
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論考

アフガニスタン情勢の行方
－ ターリバーン政権と世界の動向から－

澁谷 朋樹
（しぶや・ともき

公益財団法人政治経済研究所研究員、横浜国立大学非常勤講師）

はじめに
2001 年 10 月、それまでアフガニスタンの
支配権を握っていたターリバーン(Taliban)に
よる政権が崩壊した。そして、アメリカに支
援された新政権が発足し、アフガニスタン・
イスラーム共和国が誕生したのである。
しかし、アメリカ軍が完全撤退すると表明
してから数か月後の 2021 年 8 月、ターリバ
ーンは次々と州都を制圧していき、首都カブ
ールも陥落した。アフガニスタン大統領のア
シュラフ・ガニ(Ashraf Ghani)が国外に逃れた
こともあり政権は崩壊し、ターリバーンは再
び実権を掌握したのである。
本稿は、このような経緯から世界中の注目
を集めるアフガニスタンの基礎情報やターリ
バーンについて説明し、現在の情勢を政治と
経済の側面から少しく考察するものである。

2020 年の平均増加率は 2.5 ％である(United
Nations Population Fund 2021:143) 。多民族国
家であり、人口に占める割合が最も多いのは
パシュトゥーン人で、他にもタジク人、ハザ
ラ人、ウズベク人等がいる。

Ⅱ

ターリバーンの台頭と崩壊

ターリバーンは、パシュトゥーン人を主体
に構成されるイスラーム教スンニ派の過激組
織である。参加する者の多くは、パキスタン
のアフガニスタン国境付近にあるマドラサ
(宗教学校)で教育を受けた学生である。
1994 年、ターリバーンは南部の州都カン
ダハルやその周辺地域に登場し、イスラーム
国家樹立のための世直し運動として活動を始
めた。1996 年にはカブールを占拠、1998 年
には国土の 90 ％近くを支配下に置いた。
当初、ターリバーンは、ソ連撤退後のムジ
1
ャーヒディーン政権 の横暴や内紛に不満が
Ⅰ アフガニスタンという国
高まっていた民衆から支持された。しかし、
ターリバーン政権の掲げる極端なイスラーム
アフガニスタンは、アジア南西部の内陸に
主義によって国内の経済・社会情勢は悪化し
ある国である。国土の面積は 65 万 2225 ㎢で、 たため、支持を失っていくこととなった。
隣接国はイラン、パキスタン、タジキスタン、
1996 年 には、アルカイダ(Al-Qaeda) の指
ウズベキスタン、およびトルクメニスタンで
導者オサーマ・ビンラーディン(Osama bin
ある。国境のほとんどは 19 世紀後半に認定
Laden)を受け入れて、ターリバーンはその支
されたが、これは歴史的な伝統に基づいたも
援を受けた。また、アフガニスタンを拠点と
のではない。当時の超大国であった大英帝国
したアルカイダの手によって、1998 年には
とロシア帝国による中央アジアの覇権争い
ケニアとタンザニアのアメリカ大使館爆破事
「グレート・ゲーム(The Great Game)」の最
件、2001 年にはアメリカ同時多発テロが起
前線であり、両国の政治的・軍事的な思惑か
こされた。後者の事件は、その後 20 年にわ
ら、「緩衝国」としての役割を担わせるため
たるアフガニスタン戦争の引き金となり、
にアフガニスタンは作り出されたといえる。
2001 年 10 月にターリバーン政権は崩壊する
現在の総人口は 3890 万人であり、2015 ～
こととなった。
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うと疑問が残る。権力を掌握することと政権
Ⅲ アフガニスタン情勢と世界の対応
運営を行うことは別のことであり、国民国家
として維持することには、今後も困難が伴う
2001 年の崩壊から約 20 年が経過した現在、 ことが予想される。2021 年 10 月 5 日現在の
ターリバーン政権が再び実権を握っている。
状況を鑑みても、円滑な政権移行や経済運営、
そして、女性への行動制限をしたり、あらゆ
諸外国との関係構築は不透明であるといわざ
る娯楽を禁止したりしており、その政治的な
るを得ない。
姿勢に大きな変化はないようにみえる。
さらに、ターリバーン政権は、イスラーム
ターリバーンは、「イスラームが政治制度、
教スンニ派過激組織「イスラーム国(IS)」系
立法、経済、道徳、社会についての完全な宗
武装勢力の動向にも警戒しなければならない。
教(中田 2011:25)」であるとして、シャーリ
2014 年、イラクやシリアで、IS は「カリフ
ア(イスラーム法)を唯一従うべき権威として
制国家」樹立を宣言した。それに呼応する形
いる。その一方で、民主主義に対しては「ア
で、翌年には「イスラーム国ホラーサーン州
ッラーの主権を否定し、多数決の形で地上の
(IS-K)」を名乗る武装勢力が、アフガニスタ
至上権を人類に属さしめる現代の無明の宗教
ン国内でも活動を始めている。IS-K は、タ
2
(同論文:26)」と否定的に述べている。また、
ーリバーンと対立関係にある 。2021 年以前
国連に関しても、西洋の「強国による弱小国
から両陣営の武力衝突は起きており、今後も
に対する政治的、法的支配を押し付けるため
この状態は続くものと予想される。
の、目晦ましにすぎない(同論文:18)」とし
こうした事態がさらに悪化すれば、アフガ
て、それに従う必要はないとしている。
ニスタンがテロの温床となることも十分に考
アハメド・ラシッド(Ahmed Rashid)は、極
えられる。安全保障の観点からも、各国は協
端な思想は国家統治者には向かないとして、
調して対応する必要があると考える。
ムスリムの伝統に従って自らを変革し、政策
を穏健化させて、アフガニスタンの豊かな民
Ⅳ アフガニスタン経済の実情
族的・文化的多様性を吸収することが、ター
リバーンには必要であるとしている(Rashid
アフガニスタンは、国際援助に依存した経
2001:212) 。これまでターリバーンが無視し
済構造になっている。しかし、ターリバーン
てきた部族社会や、国家構造の構築に目を向
による政権掌握により、これまで援助してき
けることを求めているのである。
た国々や国際機関の中には、資金援助を止め
欧米や日本をはじめとする国々では、人権
ているところもある。こうした状況が続いた
の尊重という側面からも、ターリバーン政権
場合、国内経済にもマイナスの影響を与える
の価値観と相容れない部分がある。ターリバ
こととなり、それが違法行為の増加につなが
ーン政権は、各国に政府承認を求めているが、 る恐れが出てくる。
その思想に懸念を示し、承認に消極的である
特に、アフガニスタンは世界最大の麻薬の
国は多い。ロシアと中国も、政府承認には慎
原材料でもあるケシ生産国であり、その経済
3
重な姿勢をみせている。そうした流れの中で、 的な規模は小さくはない 。アフガニスタン
ターリバーン政権は「イスラム法の下で女性
における麻薬の国内消費、生産、輸出によっ
の権利は尊重される」と主張するなどして、
て生み出される収入は、2019 年には 12 億～
それまでの態度を一部で軟化させる姿勢をみ
21 億ドル(GDP の 7 ～ 11 ％)と推定され、最
せている。そこには、何とかして国際的な承
大 11 万 9000 人の雇用を生み出しているとの
認を得たいという思惑があるように思われる。 報告がされている(The World Bank 2021:10)。
いずれにせよ、各国が政府承認したとして
また、こうした違法な経済活動によって、多
も、アフガニスタン国内が安定化するかとい
額の貿易赤字の穴埋めもなされている。
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直近のアフガニスタン財政をみてみると 、
2020 年の決算では、海外からの贈与が歳入
の 53.8 ％を占めている。2021 年の予算でも
その傾向は変わらず、贈与の割合は歳入の
50.3 ％ となっている。歳出をみると、2020
年決算では、国防・治安維持費が 21.3 ％を
占めた。2021 年予算でも、23.8 ％を占めて
いる。アメリカ軍の撤退は完了しており、国
内の武装勢力との戦闘が続くとなれば、支出
の増加は避けられないだろう。
これまで、歳入の増加による経常経費負担
の自立を目指していたが、それも不透明な状
況となっている。2020 年からは新型コロナ
ウイルス感染症への対策にも追われており、
援助頼みである財政が近いうちに逼迫するで
あろうことは想像に難くない。
このように、現在のアフガニスタン経済は
危機的な状況に直面しており、国民生活に深
刻な影響をおよぼしている。そうした中で、
速やかな人道的な支援が求められることは確
かである。しかし、ターリバーン政権に直接
提供されるべきではないだろう。各国ともに
難しい選択を迫られているのではないか。

おわりに
2021 年 8 月 30 日、アメリカ大統領のジョ
ー・バイデン(Joe Biden)は、アフガニスタン
からのアメリカ軍の撤退完了を表明した。対
中政策に集中したいと考えているであろうバ
イデン政権にとって、長期の作戦行動による
金銭的な負担は無視できない大きさとなって
いたと考えられる。
紛争後の国家建設は、外部からの支援が前
提としてある。破綻した国家の建て直し、あ
るいは国家制度を支える社会基盤整備となる
と、それ相応のコストを要するのである。し
かし、公共財提供能力の強化や、民主的統治
制度の確立など、アフガニスタンを含む多く
の国で理念通りに進まず、様々な困難に直面
しているのが現実である。
約 20 年にわたるアフガニスタン戦争は終
結したが、アフガニスタンを含む中央アジア

地域は新たな局面に突入したといえる。
日本にとって、これは関係ない出来事では
ない。国民が継続的な関心を持ち、人道支援
を含めて、日本がどのようにすればよいのか
を考えていくことが必要ではないだろうか。
注
1) 本稿では、駐留ソ連軍と戦ったイスラーム武装勢力
のことを指すこととする。当時、アメリカ中央情報
局(CIA)やパキスタン軍統合情報局(ISI)を通じて、
資金や武器の提供を受けていた。
2) 2021 年 10 月 3 日、カブールのモスクで、ターリバー
ン関係者の葬儀中に爆弾による爆発事件が発生した。
3) アフガニスタンの農民にとって、ケシは干ばつに強
くて育てやすく、利益が見込める作物である。
4) アフガニスタンの財政に関する数値は、アフガニス
タン財務省が公表した資料を基に記述している。資
料名は、引用・参考文献を参照のこと。

引用・参考文献
Ministry of Finance, Islamic Republic of Afghanistan,
Annual Fiscal Bulletin FY1399, 2021.
Ministry of Finance, Islamic Republic of Afghanistan,
Macro-Fiscal Bulletin 2nd Quarter, FY-1400, 2021.
Roland Paris and Timothy D. Sisk eds., The
Dilemmas of Statebuilding: Confronting the
Contradictions of Postwar Peace Operations,
New York: Routledge, 2009.
Ahmed Rashid, Taliban: Islam, Oil and the New
Great Game in Central Asia, London and New
York: I.B. Tauris, 2001.
United Nations Population Fund, State of World
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保坂修司『ジハード主義：アルカイダからイ
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書評

緊縮主義と反緊縮主義－ その源流を探る
－ 野口旭『反緊縮の経済学』を読んで－

合田 寛
（ごうだ・ひろし

公益財団法人政治経済研究所理事）

緊縮主義と反緊縮主義という二つの思想
的・政策的対抗軸が浮かび上がっている。そ
の背景には、新型コロナ・パンデミック対策
として講じられた前例のない巨額の財政支出
がある。さらにさかのぼれば世界金融危機後
の世界経済の長期停滞がある。
野口旭氏の近著『反緊縮の経済学』(東洋
経済新報社、2021 年)は、緊縮と反緊縮をめ
ぐる対抗軸の歴史をさかのぼり、その現代的
な意義を問い直している。以下、野口氏の主
張を紹介し、いくつかの論点について考えて
みたい。

Ⅰ

古典的自由主義の現代版
―ネオリベラリズムとリバタリアニズム

緊縮主義の思想的源流には古典的自由主義
がある。古典的自由主義の思想は、アダム・
スミス、デイヴィット・リカード、デイヴィ
ット・ヒュームらによって古典派経済学とし
て確立された。それは私有財産制度、個人の
経済的自由、政府の役割の限定を柱とし、レ
ッセ・フェール(自由放任主義)を中心的な思
想とするものであった。それは政策戦略とし
ては金本位制と均衡財政を望ましいものと考
えた。
古典的自由主義は封建制度の桎梏を打ち破
り、資本主義が生み出された時代の思想であ
り、19 世紀中ごろまでは進歩的な思想であ
った。しかし世界大恐慌が勃発し、自由放任
の資本主義が行き詰まりを見せて以降、その
歴史的役割は終えたように見えた。古典的自
由主義に対抗する思想として政府の役割を重
視するケインズ主義が登場した。
ケインズ主義は、資本主義は人々の雇用と

所得を不安定にするという認識のもとに、完
全雇用目標の達成のために、政府は金融政策
と財政政策を採用できるというものであり、
その理論と政策の枠組を完成させたのが『一
般理論』(1936 年)であった。
この枠組みは第二次世界大戦後の主要国の
政策に取り入れられ定着する。経済学におい
てもポール・サミュエルソンの教科書『経済
学』などによって、ケインズ経済学として定
式化された。ケインズ主義は 1960 年代前半
にその黄金時代を迎えた。
しかしその後、ケインズ主義は理論と政策
両面から重大な危機に直面した。政策面から
はスタグフレーションへの対応をめぐって、
理論面からは「マネタリズム反革命」や「合
理的期待革命」によって急速にその影響力を
失った。
ケインズ主義が影響力を失うとともに、古
典的自由主義の思想の中核を引き継ぐ政策戦
略が復活した。古典的自由主義の現代版とし
て、ネオリベラリズム(新自由主義)やリバタ
リアニズムが、シカゴ学派やオーストリア学
派の流れを汲んで登場した。
ネオリベラリズムの源泉の一つはアメリカ
のシカゴ大学を拠点とするシカゴ学派である。
その創始者と考えられているのは、ミルト
ン・フリードマンとジョージ・スティグラー
である。彼等によって徹底した自由主義が追
求され、市場原理主義と規制緩和、政府の介
入に対する強い懐疑が主張された。
古典的自由主義のもう一つの担い手は、フ
リードリッヒ・ハイエクやルードヴィッヒ・
フォン・ミーゼスに代表されるオーストリア
学派であり、そこで生み出されたリバタリア
ニズムであった。
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緊縮主義の思想的源流はリバタリアニズム
の創始者であるハイエクやミーゼスによって
構築されたオーストリア学派景気循環論に求
めることができる。オーストリア学派は景気
循環を信用膨張と信用収縮の循環としてとら
える。したがって政策的には、第一に不況の
治療よりも信用バブルを起こさないようにす
るというマクロ緊縮政策が優先され、第二に
誤った投資を是正するのは債務の清算なので
財政金融政策など政策介入は望ましくないと
いう清算主義が正当化された。
一方、ドイツではオルド自由主義が生まれ
たが、これはドイツ特有のマクロ緊縮主義で
あり、規律と自由主義を結び付けるのが特徴
である。
現代の緊縮主義はりバタリアニズムやオル
ド自由主義をルーツに持つ。シカゴ学派由来
のネオリベラリズムも市場重視、小さな政府
など、古典的自由主義の理念を共有している
が、均衡財政やマクロ緊縮には必ずしも同意
しない。マネタリズムは管理通貨制度と動相
場制を志向しており、緊縮主義にあたらない。

Ⅱ

よみがえるケインズ主義

ケインズ主義は 80 年代に入り, マネタリ
ズムや合理的期待形成学派の理論の一部を受
け入れ、財政政策を重視するケインズ主義Ⅰ
から、インフレ目標政策など金融政策の役割
を重視するケインズ主義Ⅱに進化した。ケイ
ンズ主義Ⅱはマンキューやローマーら多くの
ニュー・ケインジアンによって進められた。
リーマンショックをきっかけに始まった世
界大不況を契機にして、ケインズ主義はケイ
ンズ主義Ⅱをさらに進め、不況対策としての
財政政策の復活、伝統的金融政策から非伝統
的金融政策への転換をはかった。それはケイ
ンズ主義Ⅰとケインズ主義Ⅱのハイブリッド
型であり、金融政策と財政政策を統合する方
向に向かった。
リーマンショックの直後に政権に就いた米
国のオバマ大統領は、10 年で 7872 億㌦の景
気対策(「アメリカ再生・再投資法」2009 年)

の大型財政出動をはかった。続くトランプ政
権(2017 年～)は反グローバリズム、オルト
ライト(白人至上主義、人種主義、排外主義、
右翼ポピュリズム)ケインズ主義の性格をも
つ。それは小さい政府を求めるティーパーテ
ィ運動との決別を意味した。
厳しい緊縮政策がとられたヨーロッパでは
反緊縮の運動が高まった。ギリシャで誕生し
た(2015 年)アレクシス・チプラスを党首とす
るシリザ政権は欧州初の反緊縮政権であった。
スペインのポデモス(2014 年結成)、フランス
のメランションと党首とする「不服従のフラ
ンス」などの反緊縮左翼勢力の伸長があり、
イギリスのコ―ビン労働党党首も反緊縮政策
を掲げた。これらは反緊縮だけでなく反グロ
ーバリズム、反ネオリベの共通の方向性を持
っていた。またフランスのルペン、イギリス
独立党(UKIP)、オランダ自由党など新興右
翼勢力も同じ方向性を持っていた。
世界大不況以降、財政政策だけでなく金融
政策も緊縮から反緊縮に向かった。金融タカ
派(BISビュー)から金融ハト派(FED ビュー：
グリーンスパンFRB 議長、黒田日銀総裁、ド
ラギ ECB 総裁以降)へと主役が交代し、財政
における反緊縮政策を支える役割を果たした。
このような緊縮から反緊縮という政策潮流
の中で急浮上したのが MMT である(2010 年代
末)。MMT は政府の予算制約は存在しないと
いう前提のもとに、政府財政の制約は政府の
資金にではなく、その時々の生産資源の存在
量にあることを強調する。MMT は金融政策
の役割を否定するばかりか、市場経済におけ
る金利の調整機能を全般的に否定する。
MMT は主流派を批判して登場したが、そ
の主流派とはケインズⅡである。クルーグマ
ン、サマーズ、オリビエ・ブランシャールら
反緊縮主流派とMMT は同じ政策的方向性を
持つ。MMT は財政赤字に対する姿勢を赤字
タカ派(ブキャナンら)、赤字ハト派(ケイン
ジアン)、赤字フクロウ派(アパ・ラーナー、
機能的財政論)に分類し、自らをフクロウ派
と位置付けている。
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Ⅲ

公的債務の維持可能性

野口氏は以上のように緊縮主義と反緊縮主
義の思想的系譜をたどったうえで、反緊縮政
策に伴う公的債務の維持可能性について次の
ように論じている。
公債債務は将来世代に負担を転嫁するとい
う主張があるが、それは国債が国外で消化さ
れるか、あるいは資本ストックを減少させて
一国の将来の生産可能性と消費可能性を縮小
させる場合に限られる(ラーナー・サミュエ
ルソン命題)。つまり、政府支出による負担
は、その財源が税であれ、国債であれ、基本
的には将来世代ではなく、現世代が負う。
また現在の国債発行と将来の増税は同じと
考えるリカードの等価定理が成立する経済に
おいては、政府がその債務を将来の増税によ
って賄なおうとし、家計はそのことを前提と
して行動するので、政府債務の将来負担は成
立しない。
公的債務の累増は財政破綻を招くという主
張があるが、返済可能性それ自体が問題では
なく、問題があるとすれば長期的な維持可能
性にある。維持可能性を図る基準の一つに、
金利が成長率よりも低ければ債務残高の対
GDP 比率が収束するというドーマーの条件
がある。
維持可能性に関しては、①政府は個人と違
い、寿命という制約がない、②最も信用力の
高い債務を発行できる、③債務の裏付けとし
て、個人の場合は将来の所得しかないが、政
府には将来の税収がある、④中央銀行が国債
を無制限に買い入れ、貨幣を供給できる(財
政ファイナンス)などの論点を考慮する必要
がある。
財政のビルトインスタビライザー機能から、
赤字と黒字が景気循環を通して相殺されれば
問題ではない。好景気で完全雇用下でも赤字
が残れば構造的赤字となり、ビルトインスタ
ビライザーが機能していないといえる。しか
し長期不況の場合、構造的赤字が過大に評価
される恐れがある。

Ⅳ

切り札としての「財政ファイナンス」

野口氏はさらに、今日のような長期停滞経
済においてとるべき対応策として、金融政策
と財政政策の統合を図る「財政ファイナン
ス」を提案している。
現代の反緊縮政策は財政政策と金融政策の
より密接な統合を図るものであり、ケインズ
主義Ⅲと呼べるものだ。そのきっかけは、デ
フレ克服のためにヘリコプター・マネーを提
起し、のちに「ヘリコプター・べン」という
あだ名で呼ばれるようになったバーナンキの
講演(2002 年)であった。さらに世界経済は
慢性的な需要不足に陥りつつあると「資本主
義の長期停滞」論を提起したローレンス・サ
マーズの講演(2013 年)は、政策担当者の関
心を金融政策から財政政策へ移すきっかけを
作った。
中央銀行による赤字国債の買い入れは財政
ファイナンスと呼ばれ、通貨の信認を失わせ
るものとして禁じ手と言われてきた。しかし
あらゆる財政ファイナンスを原理的に悪とみ
なすのは金融保守主義であり、現実的な根拠
がない。ヘリコプター・マネー政策は財政フ
ァイナンスを推進する政策である。財政ファ
イナンスは禁じ手ではなく、長期停滞からの
離脱のための切り札的政策である。
とはいえ、公的債務依存は無限に可能では
なく、出口戦略を持たなければならない。そ
のためには以下の条件が必要である。①拡張
財政と金融緩和の統合政策は目標インフレ率
が安定的に達成できるまでは継続されるべき、
②出口戦略は財政緊縮からではなく金融緩和
の段階的な解除から始めるべき、③増税や歳
出削減などの財政緊縮措置は金融正常化が達
成されて後に初めて実行に移されるべきであ
る。
資本主義は財貨・サービスの生産拡大を最
大限発揮させるシステムであるにもかかわら
ず、人々を豊かにすることができないのは、
生産の拡大に見合う需要が存在しないためだ。
長期停滞はそのような状況が永続しているこ
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とを意味している。財政政策と金融政策によ
る完全雇用が必要不可欠であり、反緊縮とは
ケインズ主義の現段階における政策戦略であ
る。

Ⅴ

問われるべき反緊縮の手段と内容

本書は反緊縮主義の思想を、アダム・スミ
ス以来の経済学の歴史の中に位置づけ、現代
の新自由主義やリバタリアニズムに対抗する
思想として描き出している。新型コロナ・パ
ンデミックからの経済回復、さらには長期不
況の克服が課題となっている今日、あるべき
政策の方向を考える上で貴重な示唆を与える
著作である。現下の状況の下でとるべき政策
戦略として、反緊縮政策を掲げる著者の主張
に、筆者も基本的に同意できる。
ただし反緊縮政策を行うにあたっては、そ
の手段と内容が問われなければならない。野
口氏は「財政ファイナンス」政策を長期不況

から脱出する切り札的政策としているが、そ
れによって生じうるインフレを封じる出口戦
略に関して十分な解明がなされているとはい
えない。
また反緊縮政策が新自由主義に対抗する政
策戦略であるとすれば、その内容も新自由主
義を克服するものでなければならない。すな
わち中身を問わない積極財政一般ではなく、
人々のための公共サービスや社会資本のため
の財政支出を確保するとともに、他方歳入面
では、公正な税制の確立によって格差と不平
等を正し、長期的な財政の持続可能性に配慮
するものでなければならない。
最後に、「反緊縮主義」が「緊縮主義」の
アンチテーゼにとどまらないで、経済思想の
一 翼 と し て 位 置 付 け ら れ る た め に は 、「 国
家」、「市場」、「市民社会／コミュニティ」
の三者の相互関係とバランスに関するより深
い考察を必要とするであろう。

研究会員募集のご案内
当法人では、公益目的事業の維持・発展のため会員制度を設けており、広く公益
目的事業の意義に協賛される会員を募集しています。当法人の維持・発展のために
は、研究会員の拡充を図ることが急務となってい ます。つきましては研究会員制度
の趣旨をご理解の上、ぜひとも研究会員に入会されますようご案内いたします。
【年会費】
６,０００円（会費は寄付金扱いとなり税額控除の対象となります）
【会員特典】
１、『政經研究』・『政経研究時報』の送付
会員の方には、学術刊行物『政經研究』(年 2 回発行)、『政経研究時報』(年 4 回
発行)を無料でお送りいたします。
２、「政経研メールニュース」の配信
会員の方には、当研究所の活動を主に報告する「政経研メールニュース」(不定期)
をお送りいたします。
３、公開研究会の案内と無料参加
会員の方は、当法人が主催する公開研究会(年 4 回開催)の案内を受け、無料で
参加することができます。（※ 非会員は有料です）
４、各種研究会等の案内
会員の方には、当法人が主催する各種研究会(定例研究会、各研究室研究会等)
の案内をお送りいたします。
【入会方法】
当法人事務局までお問い合わせください。入会申込書等をお送りいたします。
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研究所の動向（２０２１年８月～２０２１年９月）
理事会・評議員会
8 月 27 日 2021 年度第 1 回臨時理事会
法人所有地の売却について／センターの休
館について
9 月 17 日 2021 年度第 6 回理事会
最低賃金変更に伴う措置／収益事業の改善
／研究員の採用について／科研費に対する
責任体制
委員会等
9月6日
9月6日
9 月 14 日
9 月 14 日

2021 年度第 5 回研究委員会
2021 年度第 5 回運営委員会
2021 年度第 2 回奨励賞選考委員会
2021 年度第 2 回編集委員会

研究会・研究室
9 月 4 日 2021 年度第 2 回公開研究会 太田三
郎「コロナ禍での中小企業の現状と課題：
企業倒産を中心として」
刊行物
8 月 公益財団法人政治経済研究所研究委員会
編『政経研究時報』第 24 巻第 1 号
8 月 比江島大和「東京大空襲・戦災資料セン
ターの活動(2020 年6 月-2021 年 5 月)」
『空襲
通信』第 23 号
8 月 吉田裕「8 月ジャーナリズムと追悼式か
ら終戦記念日を問い直す」『Journalism』第
375 号
9 月 合田寛『パンデミックと財政の大転換：
GAFA 支配と租税国家の危機をこえて』新日
本出版社
政経研メールニュース発行
9月2日
学会報告・講演等
8 月 7 日 吉田裕(記念講演)「戦争の真実と向
き合う：アジア・太平洋戦争の戦場と兵士」
全国障害者問題研究会第 55 回全国大会

8 月 8 日 吉田裕「憲法連続講座 第 1 回 明治
憲法と昭和天皇」NPO 法人日野・市民自治研
究所
8 月 21 日 吉田裕(基調講演)「戦時下の暮らし
と子ども達」八潮市制施行 50 周年記念事業、
平和都市宣言10 周年記念事業第 45 回企画展
「語り継ぐ戦争」
9 月 12 日 唐澤克樹、澁谷朋樹「小規模企業に
おける生活再建と事業継続：西日本豪雨の
被災地を事例として」地域活性学会第 13 回
研究大会
9 月 12 日 吉田裕「憲法連続講座 第 2 回 日本
国憲法と昭和天皇」NPO 法人日野・市民自治
研究所
その他
8 月 2 日 大岡聡(取材協力・コメント)「空襲被
害者の救済」
『東京新聞(朝刊)』
8 月 10 日 大岡聡(取材協力)「NHK スペシャル
『忘れられた戦後補償』(2020 年 8 月制作、
再放送)」
8 月 24 ～ 26 日 合田寛(連載)「国際課税新ル
ール：意義と課題」(しんぶん赤旗)
東京大空襲・戦災資料センターの取組
8 月 10 日 夏の特別企画「吉田館長の歴史授業
『戦争と子どもたち』
」(オンライン)
8 月 15 日 夏の特別企画「紙芝居から学ぶ戦
争・空襲」(オンライン)
8 月 15 日 夏の特別企画「空襲体験をじっくり
聞いてみよう」(オンライン)
8 月 16 日 夏の特別企画「いっしょに空襲を学
ぼう」(オンライン)
研究所関連の報道
8 月 4 日 東京新聞「戦争体験 ネット配信 コ
ロナ禍夏休みイベント開けず」
8 月 7 日 朝日新聞「戦争を語る催し 初のオ
ンライン」
8 月 10 日 日本テレビ「Oha!4 NEWS LIVE『東
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京大空襲：次世代へ語り継ぐ新たな挑戦』」
(出演：吉田裕)
8 月 14 日 都政新報「コロナ禍でも平和の継承
へ オンラインでイベント」
8 月 15 日 共同通信「『記憶の欠落』問い直す
とき」(神奈川新聞、福井新聞、京都新聞、
埼玉新聞、日本海新聞、中部経済新聞、神
戸新聞、徳島新聞、山陰中央新聞、中国新
聞、信濃毎日新聞、高知新聞)
8 月 15 日 BS テレ東「池上彰の戦争を考える SP
2021」
8 月 16 日 神戸新聞「社説 戦後 75 年―消え
ゆく記憶」
8 月 19 日 NHK「クローズアップ現代＋『シリ
ーズ終わらない戦争「封印された心の傷」
』」

編

集

後

(出演：吉田裕)
8 月 20 日 けんせつ「戦後 75 年 体験者ゼロの
時代が迫る中で東京大空襲を継承する」
8 月 22 日 読売新聞「終らぬ夏＜番外編＞不条
理伝える『静かな怒り』
」
8 月 23 日 しんぶん赤旗「全館一新体験伝える
東京大空襲・戦災資料センター」
8 月 30 日 朝日新聞「平和のバトンどう渡す」
9 月 1 日 第一経理ニュース「東京大空襲・戦
災資料センター リニューアルを終えて、次
の世代へ戦争の記憶・記録を引き継ぐ」
9 月 12 日 しんぶん赤旗「満州事変 90 年 吉田
裕インタビュー」
9 月 21 日 東京新聞「封印されたビデオ 収録
へ尽力 作家・早乙女勝元さん」

記

少し早いが今年を振り返ってみると、やは
り新型コロナウイルスに関する話題が多かっ
たように思われる。今後は、経済を回すため
の緩和策が議論の中心となるだろう。
また、10 月 14 日に衆議院は解散され、31
日に総選挙が実施される。どの政党が政権を
担うにしても、国内外の情勢をみるに、厳し
い舵取りを迫られるのではないか。(編集部)

好 評 発 売 中

パンデミックと財政の大転換
ＧＡＦＡ支配と租税国家の危機をこえて

合田 寛(著)
(当法人理事・主任研究員)

新日本出版社 2,200 円(税込)

２０２１年度第３回公開研究会のご案内
共通テーマ：
「被爆者の『長い時間をかけた人間の経験』と志を未来につなぐ」
報告者： 栗原 淑江
(NPO 法人ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会事務局)

吉村 知華
(昭和女子大学大学院修士課程)
日

時：2021 年 11 月 20 日(土) 13 時 00 分～ 16 時 00 分

場

所：オンライン(Zoom)・オフライン(若干名)ハイブリット開催

参加費：700 円（当法人研究会員は無料）
申

込：当法人 HP(https://www.seikeiken.or.jp/)の専用申込フォーム
※ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況により予定を変更する場合がございます。
※ ご不明な点がありましたら、当法人事務局までお問い合わせください。

