
海外における 
  《積極財政》推進の声 



英エコノミスト誌 2012年4月21日 

欧州危機について 
More austerity will damage 

both banks and sovereigns, in 
turn pulling down the economy. 

より一層の緊縮財政は銀行と
政府の両方にダメージを与え、
やがては経済を崩壊させることに
なろう。 



日経新聞2012年4月29日15面  

「日曜日に考える」 
英誌エコノミスト社説（21日付）は、 

「ユーロ危機が再燃した」と断言し、ユー
ロ圏が緊縮財政一本やりの対応を
続けてきたことを批判した。 
 

今後は緊縮財政と金融緩和を組み合
わせた対応を取る必要があるとの見
方を強調 



英エコノミスト誌 2012年4月21日 

Strong countries should do 

more to boost demand.  

 

強い国々はもっと需要喚起に
つながることをすべきである。 

 



2012年4月26日 ブルームバーグ
記事： 
 

ノーベル経済学賞受賞者で米コロ

ンビア大学教授のジョゼフ・ス
ティグリッツ氏は、欧州大陸は
緊縮策に重点的に取り組むこと
で「自殺」に向かっており、「悲惨
な」状況にあると指摘した。  



クルーグマン教授  
NYタイムズ コラム 
2010年10月29日 

More On Friedman/Japan 
もっとフリードマンについて 
/日本 
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日本：マネーの増加率 

マネタリーベース 

M2

出典：日本銀行 



So, after 2000 the Bank of Japan engineered 
a huge increase in the monetary base…. 

2000年以降、日本銀行はマネタリー
ベースを急激に増やした（量的緩和） 
 

 And it didn’t even translate into a surge in 
the money supply! 

それは、マネーサプライを急増させるこ
となかった！ 
（→マネーサプライが増えなければ   
  GDPが増える ハズもない！） 
※「流動性の罠」の場合という限定付き 



And this also calls very much into question 

Friedman’s famous claim that the Fed 
could easily have prevented the 
Depression, which gradually got 
transmuted into the claim that the Fed 
caused the Depression. 

このことはフリードマンの「FRBは
大恐慌を簡単に防げた（＝FRBが大

恐慌を引き起こした）」という有名な
主張に重大な疑問を呼び起こす。 



We really, really need 

expansionary fiscal policy 
along with Fed policy; and we’re 
not going to get it. 

我々が本当に、本当に必要
なのは、FRBの政策とともに、
財政の拡大政策である。そし
て我々はそれをやろうとしていない。 



米国 議会予算局 

議会（上院・下院）のために、 
無党派の予算関連の分析を 

提供する公的機関 



Economic Effects of Reducing 
the Fiscal Restraint That Is 
Scheduled to Occur in 2013 
2013年に予定されている財政

の抑制を軽減した場合の経済
効果について 
2012年5月22日 



１．短期的な影響 
 

・現行法の予算（超緊縮予算）では、 
 2013年の前半には実質GDP成長率が 

 マイナス1.3％となると予測。 
 

・それは“recession 景気後退”  
 と判定されるレベル 
 

・もしも立法者が2012年後半になって 

 緊縮財政を取りやめれば、 
 2013年前半の実質成長率は 

 ＋5.3％前後になると分析。 



２．長期的影響 

・もしも従来の大きな財政赤字を 

 長期的に維持 
 →連邦債務GDP比が増加 

 →債務の維持が困難になる 
   →金利負担が増える 
   →突発的な債務危機が起こる 
 

・だから、 

 どこかで緊縮財政に舵を切ることが 
 必要 



３．結論 
 

考えられる選択肢は３つ 
 

（１） 超緊縮財政で短期的な 
          経済成長を損なう 
（２） 大規模財政赤字を続け、将来 
    の財政危機リスクを増大させる 

（３） 折衷案 



Such a combination of policies would use 
fiscal policy to support demand for 
goods and services in the short run, while 
the unemployment rate is high and many 
factories and offices are underused, 
 

・短期的には、 
失業率が高く、多くの工場やオ
フィスが未稼働（デフレギャップあ
り）である間、財政政策を使ってモノ
やサービスへの需要を サポート
（財政赤字で需要を拡大）し、 



but would impose fiscal restraint to 
bolster the economy’s production over 
the longer run, when output and 
employment will probably be close to 
their potential. 
 

・長期的には、 

生産高や雇用が潜在的な限界
に近い状態（デフレギャップ無
し）になったとき、経済の生産性
を支えるべく財政の抑制を課す 



Credible policy changes that would 
substantially reduce deficits later in the 
coming decade and beyond—without 
immediate spending cuts or tax increases—
would both support the economic expansion 
in the next few years and strengthen the 
economy over the longer term.  

性急な歳出削減や増税をすることなく、

将来の赤字削減を確約すれば、短
期的な景気拡大と長期的な経済
の強化（＝財政健全化）を両立でき
るであろう 



the real risk to this economy is 
on the side of slowdowns.  
本当のリスクは、景気の減速 
 

MSNBC “Morning Joe”   
2012年6月6日 

ローレンス・サマーズ  
元財務長官・元ハーバード大学学長 



we’ve got to make sure that we 
don’t take the gasoline out of 
the tank at the end of this year. 
That’s got to be the top priority. 
我々がすべきは、年末に “（経

済の）ガソリンタンク”が底をつ
かないように保証することであ
る。それが最優先事項だ。 



In the areas where we aren’t able to do what 
we wanted to do, areas like preserving jobs 
for teachers, areas like construction and 
investment and maintenance of the 
country’s infrastructure, you look at 
the employment report, and we’ve really got 
terrible results.  

我々がしたいと思っていたが出来ていないこ

とは、教師の職を用意する分野や、国家イ
ンフラにおける工事や投資、メンテ
ナンスの分野だ。雇用情勢は実に酷い。 



米議会上院 
予算委員会（民主党） 
The Senate Budget Committee (Democratic) 
 

“Republican Policies Led U.S. to Brink 
of Financial Collapse” 

“共和党の政策は合衆国を金融崩
壊のふちに追いやる” 
May 16, 2012 

（議会で使ったプレゼンテーション） 



合衆国の 

インフラ投資
は、国際的競
争相手に立
ち遅れている 


