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はじめに  

 

 EU 加盟国のうち、統一通貨ユーロの導入を決定した１１カ国（以下「ユー

ロ圏」と表記）1における銀行間取引・為替取引・政府債の取引は、１９９９年

１月よりユーロに移行し、同時に金融政策の決定権がそれぞれの国の中央銀行

の手を離れて、欧州中央銀行（The European Central Bank; 以下 ECB と表記）

に一元化された。設立以来、加盟国間の主権の共有化を進めてきた EU の歴史

の中でも、金融政策という国家主権の根幹に関わる領域の共有化に至ったのは、

まさしく欧州統合の歴史を画するものである。しかしながら、政治統合なしに

通貨統合が先行した事例は、歴史上ほとんどないとされる。政策的な判断を討

議し決定する場が不十分であるなかで、ECB は、独立性を付与され、裁量を伴

う政策的配慮を排し、定められた政策目標をルールに基づいて追求することに

傾注することとなった。それがゆえに、ここには様々な特徴とそれに関わる問

題点が現れてきている。  

ECB の金融政策の目標は物価の安定である。ECB はこの目標を追求するに当

たって、物価安定に対する公衆の信認獲得という点でドイツのブンデスバンク

を範としているが、その政策遂行の背景にあったドイツ経済特有の制度的基盤

                                            
1  EU 加盟国のうちイギリス・デンマーク・スウェーデン・ギリシャを除いた１１カ国。そ

の後２００１年１月１日よりギリシャが参加し、ユーロ圏は１２カ国に及んでいる。２０

０２年１月１日よりユーロ建紙幣と硬貨が流通を開始し、２００２年２月末以降、参加国

の国民通貨は法定通貨の地位を喪失した。  
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がユーロ圏には欠けていること、また ECB に一元化された金融政策と各国の財

政政策との齟齬が生じないように、「安定と成長の協定」によってユーロ圏内

各国での財政規模に関する厳格な規則が定められているが、財政政策は依然と

して各国の主権の領域にあり、衝突が起きる可能性があることについては、既

に分析を試みた 2。  

本稿では、ECB の政策目標が、ルールに基づいたユーロ圏全体でのインフレ

率の低位安定追求に限定され、産出や雇用の拡大のような裁量を伴う政策的配

慮を一切排していることを「脱政治化」ととらえ、そこから生じる問題点を分

析する。まず第一節では、産出と雇用の最大化と安定を図る裁量に基づいた金

融政策を ECB が排し、物価安定を確保すれば自ずから産出と雇用が実現される

という見解に即して金融政策を遂行している点を検証する。第二節では、ECB

は物価安定に傾注するために政治からの独立性を獲得しているが、それに付随

して現れる透明性と説明責任の問題を検証する。中央銀行の姿勢に対する公衆

からの信認の獲得が物価安定達成に必須であるとする ECB にとって、この問題

は政策遂行にとっても重要になっている。第三節では、ユーロ圏内でインフレ

格差が存在するなかで、インフレ率の低位安定を厳格にルール化することから

生じる問題を検証する。  

 

 

１ ECB の金融政策の特徴と問題点  

 

「欧州共同体を設立する条約」第１０５条において、貨幣価値安定の維持が

単一通貨の金融政策の最優先事項であることが規定されている。これに基づい

て ECB は、ユーロ導入直前の１９９８年１０月に、貨幣価値安定とはユーロ圏

                                            
2  拙稿「貨幣価値安定をいかに制度化するか：ユーロの模索」『経営と経済』（長崎大学

経済学会）、第 82 巻第 1 号、 2002 年 6 月。この後、２００２年の末までにポルトガルと

ドイツとフランスの財政赤字規模がこの規則に抵触することが明らかとなり、２００３年

１月までに是正勧告がこの三カ国に発せられる異常事態となった。この一方で、プロディ

ＥＵ委員長がこの厳格な規則を「硬直的でばかげている」と発言したと伝えられ、規則の

見直しが議論されることになった。  
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内の物価上昇率が中期的に見て２％未満であることと定義し、これに基づいた

貨幣価値安定を金融政策の目標とすることを定めた 3。この政策目標の達成にあ

たって、ECB は、まず第一の柱と称する貨幣集計量（M3）を重視し、M3 の伸

び率に 4.5％という参照値を設けているが、これを直接のターゲットとしてい

ないこと、すなわちマネタリー・ターゲットをとらないことを明言している。

参照値を設けるのは、物価安定を脅かす指標として利用するためだという。そ

して、第二の柱と称して、様々な実物要因を考慮に入れて、目標とするインフ

レ率を達成するように金融政策の決定を行うという。しかしこれは、目標値か

らのインフレ予測値のずれを修正するために、機械的に政策を実行していく直

裁的なインフレ・ターゲティングでもないという (ECB 2001 p.48)。したがって、

インフレ予測値の公表は行っていない。こうした ECB の折衷的な金融政策は、

インフレ・ターゲットを唱道する第一人者から、「あやふやなマネタリー・タ

ー ゲ ッ テ ィ ン グ と は っ き り し な い イ ン フ レ ・ タ ー ゲ ッ テ ィ ン グ の 混 交

(Rudebusch and Svensson 2002 p.418)」と評された 4。  

インフレ・ターゲットもマネタリー・ターゲットも、具体的な特定の名目量

の伸び率を目標とする点、そして金融政策の効果が波及するまでにタイムラグ

があるので、インフレの将来の見通しに依拠して金融政策が遂行される点では

同様であり、両者の違いの一つは、将来のインフレ動向の判断の際に利用する

様々な情報に、どのようにウェイトを付けるかにある (Haldane 1998 p.3)。すな

                                            
3  なお、インフレ率の下限を ECB は公式に定めていないが、デフレは貨幣価値安定の定義

と相容れないと明言されている（ECB 2001 p.39）ので、下限は０％以上であると一般に解

釈されている。なお、Ｍ３の参照値の算出には、周知の数量方程式（ΔＭ＝ΔＹ＋ΔＰ－

ΔＶ）に依拠していること、そしてユーロ圏の実質ＧＤＰ成長率を年 2～ 2.5％、Ｍ３の流

通速度の低下を年 0.5～ 1％と見積もっていることが公表されている (ECB 2001 p.50)。これ

からインフレ率を逆算すると年 1～ 2％になる。  
4  貨幣供給量と物価との関係の信頼性は低くなっているのに、ECB が第一の柱と称して

M3 を重視している点は批判が多い。また M3 の動向が、ECB 自らが設定した参照値を脅

かしても、ECB はこれを必ずしも重視せずに、第二の柱の他の実物変数を重視することが

ままある。しかしデ・フラウェは、この所以を ECB はきちんと説明できるのか、もしでき

なければ ECB の信頼性を損なうのではないかと批判している (De Grauwe 2002b pp.705-6)。
スヴェンソンは、ブンデスバンクの曖昧なマネタリー・ターゲットのやり方を ECB は引き

ずっていると批判するいっぽうで、ドイツ国民のユーロへの参加の支持を取り付けて、ユ

ーロ導入初期の不安定な時期にその支持を維持していくためには、これが必要とされたの

だろうかと憶測している (Svensson 1999)。なお、注９参照。  
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わち、マネタリー・ターゲットでは貨幣供給量がもっぱら考慮されるが、イン

フレ・ターゲットでは、そのほかに様々な実物変数が考慮される。ECB の第二

の柱では、名目賃金・原油価格・生鮮食料品価格や、間接的に物価安定に影響

すると考えられる資産価格や為替相場、そしてユーロ圏内の財政収支や国際収

支の動きまで考慮に入れるという (ECB 2001)。  

しかし、インフレ動向の判断の際に、どういった実物変数にどの程度ウェイ

トを付けるかは難しい問題である。いったんインフレ変化との間に安定した関

係を見いだせても、それが持続するとは限らない。インフレ・ターゲットを遂

行する側も、どういった実物要因がどのようにインフレに作用するかについて

理論的な解決は得られていない以上、両者の関係の析出は経験則に依らざるを

得ない。推進論者の弁によると、様々な変数を取っ換え引っ換え選んで、これ

に様々なウェイトを付けてインフレ予測をするのは、でたらめで混乱している

ように見えるかもしれないが、これは、中期的なインフレ動向に影響を与える

様々な要因への対応を最適化しようとしていることの表れである (Haldane 1998 

p.4)。ただし、政策遂行に当たって、あまりにも多大な情報の峻別が必要では

ないのかという懸念は拭えない。そして政策目標は厳格に設定されるいっぽう

で、政策遂行には裁量が伴う点は、透明性と説明責任の確保に耐えうるのかと

いう懸念も存在する。この点に関しては、次節で検討する。  

さて、前述のように、物価の安定が欧州中央銀行の第一の目標であることは、

マーストリヒト条約に定められている。ECB は、これを盾にして、雇用や産出

の安定や拡大を目的とした金融政策は、この第一の目標を阻害するので遂行す

ることはできないとしているだけでなく、さらに踏み込んで、景気の安定や雇

用の拡大は、物価安定が実現すれば、自ずから実現されるとしている。まず、

貨幣価値が安定すれば、相対価格の変動が明瞭になり、企業や消費者の行動に

正しい価格シグナルを送り、資源が最適に配分されることによって、生産が潜

在的に可能な水準まで高まるだろうという。また、投資に際してもリスクプレ

ミアムがなくなり、資本市場の効率性を高め、投資への誘因を高めるという。

またインフレが高いときに発生する在庫の積み上げを防ぎ、資源が生産的に利
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用されるよう促すという (ECB 2001 pp.37-8)5。ただ、こうした見解の妥当性は

別にしても、マーストリヒト条約では、経済活動の水準維持のような他の目標

も、物価安定を損なわない限り、ECB は追求すべきであると規定されており、

デ・フラウェ (De Grauwe)6は、物価安定のみを追求しようとする ECB の姿勢は

条約の歪曲であると厳しく批判している (De Grauwe 2002b)。  

また、ECB の政策目標はインフレ率２％未満であるが、この水準は低すぎる

のではないかという批判も少なくない。高いインフレが経済活動を阻害し、ひ

いては社会的にも政治的にも混乱をもたらす危険があることには経済学者の見

解が一致していても、望ましいインフレ率の水準については、経済学上の理論

的立場によって大きく異なる 7。ECB の立場は、可能なかぎり物価が安定するの

を望ましいとする主流の見解を反映しているが、主流派でも、名目賃金の下方

硬直性を重視する論者の中には、マイルドなインフレは実質賃金の弾力的な調

整をもたらすため望ましいという主張も少なくない。  

例えばアカロフ（Akerlof）の主張によると、企業は業績不振に陥っても名目

賃金の切り下げはできない場合が多いが、インフレ率がマイルドであれば実質

賃金が切り下がるので、既存の雇用水準を維持することができる。しかし、イ

ンフレ率がゼロに近ければ、実質賃金が下がらず、その結果企業はレイオフの

                                            
5  こうした正統派の立場に基づいた見解の背景には、中央銀行の信頼性がいったん失われ

たら、それを取り戻すには多大な困難とコストがかかるという、１９７０年代から８０年

代のスタグフレーションの時期の経験に基づく中央銀行家の怯えがある。いったんインフ

レ期待が暴走してしまうと、これが適切な水準に戻るようにするためには、信頼性が維持

されていたときと比べて、余計に緊縮政策が長引くことになり、雇用にも悪影響が生じる

(Issing 2000a p.319)。ECB の理事イッシング（ Issing）が「新しい通貨は、それが取って代

わろうとしている通貨よりも、価値の標準として不安定と見なされるようなことがあって

はならなかった (Issing 2001a p.450)」と述懐しているように、この側面はユーロにとって

はことのほか重要であった。  
6  ベルギー人の国際経済学者で国会議員もつとめた。このように物価安定を最優先する

ECB の金融政策の現状を批判している。２００２年５月のノワイエ (Noyer;  フランス人 )
副総裁の任期終了に伴い、後任人事は ECB の役員会にメンバーを送り込んでいない小国か

ら選ぶことになった際、ベルギーはデ・フラウェを推したが、ギリシャの推したパパデモ

ス（ Papademos;  当時ギリシャ銀行（＝中央銀行）総裁）が選ばれた (The Guardian 紙（イ

ギリス）電子版 2002/3/8、 3/11、 4/15)。  
7  ケインジアンやポストケインジアンの見解は、いうまでもなく理論的にこの主張と真っ

向から対立する。貨幣経済では通常、先渡し契約で取引が行われる点を特にポストケイン

ジアンは重視する。デフレは先渡し契約の債務不履行をもたらす。こうなると債権者は狼

狽して債権を手放して貨幣にしがみつこうとする。新たな先渡し契約は縮小し、その結果

生産も雇用も縮小する。固定資本が巨大化するにしたがって、事態は深刻になる。  
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着手に迫られることになる。したがって、インフレ率がゼロの時は、マイルド

なインフレ率の時と比べて、失業率が上昇する危険があることになる (Akerlof 

1996)。この見解に立つと、どの程度のインフレ率までなら好ましく、どの程度

を越えたら望ましくなくなるかについて経験的な証拠は得られていない現状で

は、あまりにも厳格なターゲットを設定することには慎重であらねばならない

ことになる。デ・フラウェは、ECB の金融政策はこの点で大いに問題があると

して厳しく批判している (De Grauwe 2002b p.701)8。  

ただ、イッシングが指摘しているように、ECB が政策目標としている２％未

満というインフレ率の水準は、経済通貨同盟（EMU）の第３段階に移行する前

に、各国中央銀行が独自の金融政策を遂行していたとき何らかの目標としてい

た数値と比べて、特に低いわけではない (Issing 2001a p.450)。ドイツ連邦準備銀

行のマネタリー・ターゲットに際しての１９９７から９８年の中期的なインフ

レ率の想定は 1.5～２％であったという 9。また長らく景気に配慮した金融政策

を重視していた国々も、政策目標を貨幣価値安定に転換してからは、低いイン

フレ率を目標に設定していた。フランス銀行は１９９８年に、物価安定とは中

期的に消費者物価指数が２％を超えないことと定義した。同じ頃、イタリア銀

行も同様の目標を採用した。もっとも、各国が同水準のインフレ率を何らかの

政策目標に採用していても、その目標達成のための手法は多様であった。単一

通貨導入後、政策目標とそれを達成するための手法が一元化されると、今度は

各国間のインフレ格差が顕わになってくる。この問題については第三節で検討

する。  

 

                                            
8  イッシング (Issing)は、生産性の伸びがあれば、名目賃金を据え置くだけで単位労働費用

を削減することができるし、また給与には残業手当や賞与などの弾力的な要素もあるので、

名目賃金の切り下げなしに労働費用を下げることは可能であるから、名目賃金の下方硬直

性はさほど影響しないのではないかとアカロフの主張に反駁している (Issing 2000a 
pp.315-6)。  
9  スヴェンソンによると、ドイツ連邦準備銀行のマネタリー・ターゲットは独特で、秘密

主義に包まれていたが、結果として出てくる統計上の数字を分析すると、しばしばインフ

レ率安定を優先している。スヴェンソンは、これを「偽装したインフレ・ターゲット、あ

るいは口先ではマネタリー・ターゲットで行いはインフレ・ターゲット (Svensson 1999 
pp.86-92)」と評している。  
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２ ECB の透明性・説明責任の問題  

 

こうした物価安定を政策目標とする中央銀行にとって、必要条件とされてい

るのが政治からの独立性である 10。物価安定を実現するには、景気が低迷して

失業率が高まったときに現れる、金融政策に対する政治からの要求を排するの

が不可欠だと考えられているわけであるが、この独立性の付与に付随して生じ

るのが、政策の透明性ないしは説明責任の問題である。他の公的な権限を有す

る機関の場合とは異なって、議会によるチェック機能が中央銀行に対して働か

なければ、他の手段での民主的なチェック機能が必要となってくる。特に、マ

ネタリー・ターゲットと比べると、物価安定を直接の政策目標とした金融政策

は単純なルールに基づいておらず、裁量の余地があるだけに、金融政策の透明

性を要求する立場からの批判を招きかねない。そのため、透明性、すなわち中

央銀行による政策方針の明確な説明がいっそう重視されるようになっている。  

しかし、公的な権限を有する独立した機関の民主的な説明責任と言った規範

的な問題とは別に、説明責任は物価安定という中央銀行の政策目標実現のため

に必要とされている点が、問題を複雑にしている。人々が中央銀行の姿勢を信

頼しなければ、インフレ期待が下がらず、政策目標が実現できなくなるとの危

惧を ECB もことのほか抱いている。ECB の理事イッシング（ Issing）も、透明

性と説明の程度を高めれば、ECB の正当性を高め、物価安定という責務の ECB

への委任に対する公衆の支持を強固にでき、また中央銀行業務に携わる者を陶

冶し、こうしたことによって、ECB への信頼性が高まり、金融政策の有効性も

高まるだろうという (Issing 2001b p.281)。しかし、金融政策の目標実現のため

には公衆の支持が必要であるから透明性を確保しなければならないというよう

な機能主義的な論法では、この「公衆の支持」は主として金融市場の支持を意

                                            
1 0  中央銀行の独立性は、行員の身分の独立性、中央銀行による政府への信用供与に関わる

独立性、政策の独立性に区別される。そして政策の独立性は、政策目標設定の独立性と、

政策遂行に関わる独立性に区別される。以下で論じられるのは、政策遂行に関わる独立性

である。  
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味することになりかねない。また、透明性の確保も金融政策の目標達成に必要

と考えられる範囲で行えばよいということにもなる。こうした点は、次のよう

に、透明性確保の必要性を規範的に考える論者からの批判を招くこととなった。 

この説明責任と情報開示の場として、ECB の場合、毎月初回の運営理事会

(Governing Council）のすぐあとに開く記者会見を最も重視しているという  

(Issing 2001b p.282) 11。しかし、他の先進国の独立性を有した中央銀行と比べ

ると、運営理事会の議事録や各委員の投票結果を公表しておらず、透明性の点

で見劣りするとの批判が少なくない 12。バイター (Buiter)は、前ドイツ・ブンデ

スバンク理事であるイッシングの ECB 理事就任後の発言を引用したうえで、

ECB には政策立案過程の公表よりも、物価安定への姿勢を示す方が人々の信任

を高めるという考えが垣間見えているとし、こういった態度はブンデスバンク

の透明性や説明責任に対する伝統的な姿勢を引きずっており、現代の民主社会

での政策決定にそぐわない家父長主義であると、やや感情的なまでに批判して

いる (Buiter 1999 p.187)13。  

一国の機関の場合、その内部での民主的な意志決定手続きには、各国の政治

文化の違いを反映してそれぞれ特徴があり、絶対的な尺度でその優劣を論じる

には慎重であらねばならないだろうが、ECB のような超国家機関の場合、透明

度の高い普遍的な手続きを求める声が高まってくるのは避けられない。EU の

諸機関で意志決定の透明性と民主性が欠けているという批判が高まっている昨

今ではことのほかそうである。ECB が透明性を標榜する以上、他の中央銀行と

比べて情報公開に関して曖昧な点があれば当然批判にさらされるであろう 14。  

                                            
1 1  運営理事会は E CB の最高意思決定機関であり、金融政策を決定する。構成員は、役員

会 (executive board)を構成する ECB の総裁・副総裁および理事４名、およびユーロ圏内の

中央銀行総裁１２名である。決議は、原則として単純多数決によることになっている。記

者会見には総裁と副総裁が出席し、メディアからの質問に直接答える。  
1 2  ２００３年４月現在、イングランド銀行の場合、金融政策委員会は毎月一回定例の会議

を開催し、その議事録は二週目の水曜に公表されることになっている。  
1 3  バイターは、イギリス国籍を持つオランダ人の経済学者でユーロ推進論者であり、この

論文の執筆時はイングランド銀行金融政策委員の職にあった。なお、注９参照。  
1 4  公式にインフレ・ターゲットを採用しているイングランド銀行よりも ECB の情報公開

の範囲が狭い現状では、仮にイギリスがユーロへの参加を決定したとしても、この問題を

指摘する声がイギリスで浮上してくるものと思われる。  
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ECB のジレンマは、公衆の支持を取り付けて金融政策の目標を達成する上で

透明性の確保は当然必要であるが、そのいっぽうで、物価安定に関する厳格な

数値目標をユーロ圏という全く新しい通貨圏で採用した以上、政策立案と実行

に際して多少の試行錯誤は不可避であるのに、あまりにも透明度を高めてしま

うとそのあたりが顕わとなって、中央銀行への信任が揺らぐのが懸念されるこ

と、そして運営理事会にユーロ圏の各国の中央銀行総裁１２名が参加して投票

権を持っている以上、その投票行動が公開されてしまえば、各国の総裁たちが

出身国からの有形無形の圧力に抗して行動するのが困難になるといったことに

あると考えられる。  

運営理事会の議事録や政策決定に際しての各委員の投票結果の開示を求める

バイターに対して、イッシングは、中央銀行での意志決定の基礎にある思考や

言外の動機のような、政策の背景にあるすべての情報を開示することなど論理

的にも現実にも不可能であり、仮に可能な限りの情報開示を期して各委員の言

動を公表しても、公衆によって各委員が色分けされ、行動が単純化されて解釈

されて、勝手に予測が試みられてしまうだけで、ジョージ・オーウェルの監視

社会が転倒した形態に陥りかねないと反論している (Issing 1999)。言葉が多いこ

とが必ずしも情報が多いことにならず、そして情報が多いことが必ずしも明確

さを意味しないのであって、透明性というとき大事なのは、公衆の金融政策の

理解が高まるような明確さであるという。  

デ・ハーンとエイフィンガーは、このバイターとイッシングの論争を評して、

中央銀行業務における説明責任と透明性の望ましい程度に関する、アングロサ

クソンと大陸ヨーロッパとの考え方の違いが反映していると指摘している (De 

Haan and Eijffinger 2000 p.406)。またバイターも、ドイツだけでなくオランダや

ベルギーの中央銀行にも公衆に情報を知らせまいとする態度が見られ、これは

大陸ヨーロッパに共通しているという (Buiter 1999 p.194)。たしかに、アングロ

サクソンの社会では、民間企業から公的機関に至るまで、説明責任と透明性を

確保して公衆からの不断のチェックを受けることによって、組織の公正な業務

の遂行を図るのが規範となっているというのは夙に指摘されている。しかし、
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形式上情報開示が確保されていても、必ずしも公衆に厳格なチェックの基準が

譲渡されているわけではない。  

この点に関して興味深いのは、アメリカの FED の例である。FED の政策目標

には、物価の安定だけでなく、最大限の雇用および適度な水準の長期利子率の

維持も含まれている。場合によっては相互に衝突しうる目標であるが、どれを

優先するかは定められておらず、さらに数値目標も決められていない。それが

故に、FED の政策目標追求の自由度は高い 15。こうした点は ECB とは対照的で

ある。前述のように、ECB の場合は、マーストリヒト条約で物価の安定を優先

することが定められ、それに基づいて ECB が政策目標を消費者物価指数が２％

を超えないことと定めている。自然と政策達成の評価は厳格になる。  

デ・フラウェは、「中央銀行の業務は、人間の技か、それとも科学の範疇に

あるのか」と題した書評論文で、ECB と FED の金融政策を比較し、ECB の市

場との情報伝達のやり方は、現行の FED のやり方と対照的であると指摘してい

る (De Grauwe 2002a)。それによると、FED は、物価安定の定義どころか、何ら

政策遂行にあたっての数値目標を示していないことと政策目標追求の自由度が

高いことが、市場とのコミュニケーションのあり方に大きく作用している。ECB

総裁と同じくグリーンスパン議長も議会で説明を行うが、後者は「どちらとも

とれるような曖昧さに満ちたデルポイの神託のようなもの」にすぎない。しか

しながら、グリーンスパン議長はインフレを断固として防ぐと多くの金融市場

関係者は信じきっており、したがって、景気後退の時に利下げを行っても、市

場のインフレ期待が高まることがなく、結果として政策の効果が得られている

のである 16。  

                                            
1 5  １９９５年にアメリカ上院にて「経済成長および物価安定法」法案が提出された。これ

は物価安定を FED の最優先の政策目標とし、さらにその数値目標の設定を義務づけようと

する法案であったが、２００３年４月現在、成立していない。なお、１９９５年９月２６

日の連邦公開市場委員会 (FOMC)筆記録によると、委員会メンバーの FRB 理事や各連銀理

事のほとんどが、物価安定を最優先とすることはよしとしながらも、この法案によって金

融政策の柔軟性や一種の曖昧さが失われることを懸念しており、数値目標設定への賛意を

示しているのは少数である (FOMC 1995)。  
1 6  ただしデ・フラウェは、まだ任期中の人物の評価を定めることはできないことと、個人

の手腕への信用に依拠することの危うさに注意を促している。なお、「経済成長および物

価安定法」法案の提出者であるコニー・マック上院議員は、２０００年２月の議会での発
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ECB の場合、目標とするインフレ率の数値を設定しているだけでなく、その

目標を２％未満として幅を設けているが、デフレは避けるのが常識とすれば、

結局この目標の幅は狭くなり、この間にインフレ率を維持するのが難しく、か

えって信頼性を損なう結果に陥る危険があるのではないとも指摘されている

(De Grauwe 2002b p.702)。なお、インフレ・ターゲットを採用している中央銀

行でも、例えばイングランド銀行は目標水準に幅を設けていない 17。  

 

 

３ ユーロのインフレ率安定とユーロ圏内のインフレ格差との齟齬  

 

（１）インフレ格差発生のメカニズム  

 第一節の最後に述べたように、経済通貨同盟（EMU）の第３段階への移行前

に、各国中央銀行がほぼ同じ水準のインフレ率を目標として金融政策を遂行し

ていたとしても、いうまでもなく、各国の政策金利は、各国のいわゆるファン

ダメンタルズに対するそれぞれの中央銀行の判断を反映して大きく異なってい

た。第３段階移行後、金融政策は ECB に一元化され、政策金利は単一になった

わけであるが、もし ECB がこれによって、ユーロ圏全体のインフレ率を政策目

標である０％以上２％未満に維持できたとしても 18、このインフレ率が各国の

インフレ率の加重平均値である以上、ある国の数値が２％を超えれば、インフ

レ率が最も低い水準の国は、ECB の金融政策によってインフレ率を０％未満に

抑え込まれる危険性が出てくる。また、第一節で述べたように、低インフレ率

では失業率が増大する恐れがあることをアカロフなどが主張しているが、この

                                                                                                                              
言で、グリーンスパン議長を信頼しているが、彼が永久に議長を務めるわけではないこと

が法案再提出の理由であると述べている (Mack 2000)。  
1 7  イングランド銀行の政策目標は大蔵大臣が決定する。目標水準は、１９９７年６月にイ

ンフレ率 2.5％と設定され、２００３年４月現在変更はない。そしてイングランド銀行の

金融政策委員会が政策目標達成のため政策金利を決定する。なお、インフレ率が政策目標

より１％以上乖離すると、イングランド銀行総裁に説明責任が生じる。なお、インフレ率

算出にあたっての消費者物価指数の定義がユーロ圏と異なるので、数値の絶対的な水準の

比較はできない。  
1 8  ECB が政策目標としているインフレ率については注３参照。  
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メカニズムは、ユーロ圏内でのインフレ率格差が大きければ大きいほど、イン

フレ率がもともと低い国では深刻に働くことになる。  

この問題に関連して、しばしば指摘されるのが、ユーロ圏内でバラッサ・サ

ミュエルソン効果が働く可能性である (Sinn and Reutter 2001) (Canzoneri et al 

2002)。相対的に労働生産性の水準の低い国でも、発展軌道に乗ると、貿易財部

門で労働生産性が急速に上昇することが少なくない。こうなると当該部門で賃

金が上昇するであろうが、これが生産性上昇の範囲内なら貿易財の価格には影

響しない。いっぽう、サービス業が主となる非貿易財部門の生産性は、一般的

にあまり上昇しない。したがって、貿易財部門の賃金水準の上昇が非貿易財部

門に波及すると、非貿易財の価格は上昇し、当該国の消費者物価指数は上昇す

るであろう (Balassa 1964)(Samuelson 1964)。すなわち、こうした発展の余地の

大きい国では、成熟した国と比べてインフレ率が高くなりがちである 19。  

こうすると、成熟した国とそうでない国との間に構造的なインフレ率格差が

生じうることになる。そして成熟した国は、ECB の金融政策によって、インフ

レが押し下げられて、構造的にデフレ状態に陥る可能性が生じることになる 20。

このバラッサ・サミュエルソン効果は、自由貿易の結果もたらされる実物要因

によるインフレの説明の一つとして興味深い 21。インフレの原因を貨幣的要因

                                            
1 9  (Canzoneri  et  al  2002)によると、１９７３年から１９９１年までの間、ドイツでは貿易

財部門と非貿易財部門との生産性の比率の変化はほとんどなく、そして両部門間の相対価

格の変動も小さい。その上で、両者の変化率はほぼ一致している。いっぽう、イタリアや

スペインでは、生産性の比率・相対価格とも変化は大きく、そして同様に両者の変化率は

ほぼ一致している。  
2 0  (Sinn and Reutter 2001)は、このメカニズムにより、ドイツがデフレに陥ることを懸念し、

ドイツのインフレ率がマイナスとならないために必要な、ユーロ圏全体の最低インフレ率

を計算し、ＥＣＢのインフレ目標値を高めるように求めている。  
2 1  なお、この貿易財部門の生産性の相違がもたらすインフレについては、早くもリカード

ウが『経済学および課税の原理』において、「人口、それに肥沃度の等しい耕地の面積が

全く同一で、農業に関する知識も同じであるような二国のうち、輸出しうる商品の製造に、

より高い技能とより優れた機械が用いられている国の方が、原料の価格が高くなるであろ

う (Ricardo 1984 pp.87-8)」と指摘しており、ヨーロッパでは、「バラッサ・サミュエルソ

ン効果」という術語に「リカードウ」を冠する場合もある。ただしここでリカードウが述

べようとしたのは、一国の金価値を決めるのは、金地金の生産費ではなく、金を獲得する

主力輸出商品の生産費であり、したがって為替相場が金を基準としていても、各国の金価

値がどこの国でも同じであることを必要条件とはしないし、そのようなこともあり得ない

と言うことである（本山  1994 124-5 頁）。すなわち、価値標準としての金は名目化できる

と言うことを意味している。  
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か、そうでなければ市場メカニズムの機能を妨げる構造的要因に求めるのが主

流派の一般的な見解であるが、これに則って物価安定を追求する中央銀行の立

場からすると、この種の実物要因によるインフレの可能性はおさまりが良くな

いことになる。  

ECB の理事であるイッシング（ Issing）は、バラッサ・サミュエルソン効果

がユーロ圏で働く可能性はまだ十分実証されておらず、また、政府消費が公的

部門での過剰な労働力の雇用や国際競争力のない特定産業への保護などを通じ

て非貿易部門を膨張させているが、こうした需要側のインフレ要因を分離して

検証するのは困難であると否定的である (Issing 2001a p.455) (Issing 2001b)。同

様の見解は、スペイン銀行とフィンランド銀行の調査研究部門が共同で発表し

た論文でも表明されている (Alberola and Tyrvainen 1998)22。もしこの種の需要側

の要因が非貿易財部門におけるインフレ格差の主たる要因ならば、必要な対策

は各国における保護の撤廃や公的部門の縮小と言うことになり、ECB などがか

ねてから主張しているユーロ圏内の構造改革によって問題は解決されることに

なる 23。こうした要因でインフレ格差が生まれる可能性をまったく排除するこ

とはできないだろうし、ユーロ圏内で構造改革が遅れていると目されている国

でインフレ率が相対的に高くなった場合、当該国の中央銀行は、自行の欧州中

央銀行制度内での立場上、この要因を強調する所以はあるかもしれない。  

しかし、ユーロ圏の中では、スペインやアイルランドなどのように、相対的

に製造業の発展水準が低くても、多国籍企業の投資によって先端的な生産設備

が構築されてハイテク部門などが急成長している国が少なくない。また、周知

                                            
2 2  スペイン銀行もフィンランド銀行もともに、欧州中央銀行制度 (European System of 
Central Banks)を構成する中央銀行である。なお、(Alberola and Tyrvainen 1998)については、

フィンランド銀行から発行された論文を参照したが、同様の内容のものがスペイン銀行か

らも発行されている。  
2 3  ECB 月報２００２年８月号所収の「ユーロ圏における価格水準の収斂と競争」と題され

たレポートには、バラッサ・サミュエルソン効果がインフレ格差をもたらす要因として言

及されているが、これが働く場合にユーロ圏内全体のインフレ率の低位安定を図るとどう

なるかについては全く分析されておらず、規制や保護の撤廃で市場の効率性を高めて価格

の低下と安定を実現して価格水準の収斂を達成すべきだとの主張に終始している (ECB 
2002b)。ECB 月報１９９９年１０月号の「通貨同盟におけるインフレ格差」と題されたレ

ポートも同様である (ECB 1999)。  
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のようにフィンランドでは携帯電話を中心とした自国資本の IT 産業が急速に

成長している 24。このように、バラッサ・サミュエルソン効果がユーロ圏で働

く環境は十分に揃っている。ユーロ圏では、途上国とは違って、生産性の低い

労働力供給源が潤沢であるわけはないし、生産性の上昇した貿易財部門の賃金

水準が人為的に抑制される可能性にも乏しいので、賃金水準上昇の傾向を打ち

消す力は強くないであろう。ECB 総裁のダイセンベルグ  (Duisenberg) 自身が、

「ユーロ圏の物価変動の相違に懸念すべき根拠はあるか？」と題して２０００

年９月にアイルランドで行ったスピーチで、バラッサ・サミュエルソン効果が

ユ ー ロ 圏 で 働 く 可 能 性 に つ い て 詳 細 に 言 及 し て い る の で あ る (Duisenberg 

2000) 。  

 

（２）インフレ格差の是正策  

しかしながら、ユーロ圏内のインフレ率に差が生じても、この是正は ECB の

政策目標にはなく、これによって問題が生じた場合対処すべきはそれぞれの各

国政府であるという点では、ダイセンベルグとイッシングの見解に齟齬はない。

イッシングの言によると、一国の中でも地域によってインフレ率の格差があり、

また「同じ２０ポンド札でもロンドンとシェトランド諸島 25では重みがかなり

違う」ように、貨幣価値は一国内でも異なって受け取られているのだから、ユ

ーロ圏内でこうした差異があっても当然である (Issing 2001a pp.448-9)。そして、

中央銀行の目標はあくまでも通貨圏内の単一のインフレ率であり、そして ECB

はインフレがユーロ圏内全体に広がるよう仕向けてはならないという。したが

って、「単一の金融政策がユーロ圏全体にふさわしいのか (One size fits all?)」

という、しばしば投げかけられる問いに対する答えは、「そうあらねばならな

い」であるという (Issing 2001a p.450)。  

                                            
2 4  (Canzoneri  et  al  2002)によると、１９９１年から１９９７年までの間、調査した EU１０

カ国のうちで、貿易財部門と非貿易財部門との生産性の比率の変化が最も大きかったのが

フィンランドであり、これに次ぐのはユーロ未参加国であるがスウェーデンであった。な

お、両部門の相対価格の変化もこれと同じ傾向を見せている。  
2 5  スコットランド北東沖の北海に浮かぶ諸島。イギリス領。  
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各国がとりうる選択肢として、元ドイツ連銀理事の彼がまず挙げているのは、

国内の物価安定に配慮した賃上げ交渉である (Issing 2001a p.456) (Issing 2001b 

pp.279-80)。実質賃金の伸び率が生産性上昇の範囲内に抑えられれば、物価安定

維持を容易にし、同時に雇用を促進するだろうとされる。そして物価安定維持

という中央銀行の姿勢への信任が高まれば、インフレ期待が抑えられ、その結

果賃上げ要求も抑制されるだろうという。ECB はこの側面を重視しており、ECB

の月報 (Monthly Bulletin)において「道義的勧告ないしは、必要ならば警告」を

頻繁に発して、賃金交渉での労働者側の要求が節制されるように求めるという

(Issing 2002 pp.352-3)。  

しかし、これではバラッサ・サミュエルソン効果により生じうるインフレの

発生を抑えることはできないのは明らかである。生産性が上昇した貿易財部門

の労働者が、賃上げ要求を生産性上昇の範囲内に抑えたとしても、この賃金水

準の上昇は、非貿易財部門に波及するだろう。一般的に生産性の変化に乏しい

非貿易財部門が、仮に生産性の伸びの範囲内に賃金上昇を抑えようとしても、

ECB がかねてから求めている労働市場の弾力化は、部門間の賃金水準の波及を

促進させ、同等の労働強度や熟練度の労働への報酬を平準化させるだろう。こ

うして非貿易財部門の賃金水準は上昇し、これは非貿易財の価格を上昇させる

だろう。また、これはユーロ圏全体の物価安定維持に対する ECB の信任にも影

響を及ぼすかもしれない。各国にインフレ格差が存在し、そしてある特定国の

インフレ率が不安定であるとすれば、他の国のインフレ率も ECB の金融政策に

よってこの国の影響を受けて不安定になり、インフレ期待の抑制には結びつか

ないことも考えられる。  

次に挙げられているのは、必要な場合に財政の自動安定化装置が機能するよ

うに、普段から健全財政を維持することである (Issing 2001a p.456)(ECB 2002a)。

財政の自動安定化装置とは、歳入と歳出に適切なルールを定めておけば、裁量

を伴わずに景気変動を自動的に財政によって調整できるとする考え方である 26。

                                            
2 6  例えば景気後退期には、累進税制を採用していれば、人々の所得が落ち込むにつれて自

動的に減税となり、一方で失業手当などの給付が増える。いずれも需要喚起につながり、
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裁量的な財政政策が全く否定されているわけではないが、景気調整に対する有

効性については、不況時に膨張した支出を好況時に絞るのが難しく、その結果

生じる財政赤字の処理のため増税が必要となり産出に悪影響が生じること、ま

た機動性に欠けるため、景気が後退し始めているときに好況時に決定した政策

を実行したりすることを挙げ、否定的である (ECB 2002a)。ここでも政策的判断

を排したルールに基づいた方策が推奨されているわけであるが、財政の自動安

定化装置という発想は、好況と不況が対称的な規模と期間でそれぞれ交代して

いくような景気循環の緩和を想定している。循環的な問題への対策は、構造的

なインフレ格差から生じる問題には適切ではないであろう。  

また、前出の拙稿で分析したように、健全財政と貨幣価値安定に配慮するよ

うな賃金交渉は、戦後ドイツに固有の政治文化であるが、他の多くの EU 諸国

にとっては異質な存在である。健全財政については、「安定と成長の協定」に

おいて各国の財政政策の自律性が制限されたことによって、強制的にルール化

されたが、物価抑制に配慮するような賃上げ交渉が可能かどうかは、賃金交渉

の集中度、労働組合の組織率、労使協調の文化の程度といった、国ごとに異な

る制度的要因に左右される。いうまでもなく、これらは国ごとの労使関係の長

い歴史の所産であり、ユーロ圏内での統一ないしは収斂は、少なくとも短中期

には不可能である。  

いっぽう、集団交渉による賃金交渉とは逆のベクトル、すなわち労働市場の

弾力化によって、賃金の下方硬直性から生じるインフレの発生と波及を抑制し、

さらにはユーロ圏内の全体または特定地域に対するショックに対する調整を円

滑にしようという主張は数多い (ECB 2000)。この論理は、金融政策と財政政策

はそれぞれ独立した目標を与えられ、当局者は政治的判断を退けて厳格なルー

ルに基づいてその目標を追求するいっぽうで、物価安定に配慮した賃金交渉が

                                                                                                                              
景気の落ち込みを抑える。ただし歳入は減って歳出は増えるので財政赤字は増大する。好

況時にはいずれも逆となる。人々の所得が増大するにつれて税収が増大し、また失業手当

などの給付も減ることによって、需要を縮小させ、景気の過熱を抑える。そして歳入は増

えて歳出は減るので、好況と不況が対称的に交代していけば、不況期の赤字を縮小させ、

財政を均衡させるという。  
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実現しなければ、賃金の決定は市場に委ねて人為性を排除することによって、

物価安定と雇用水準の最適化を図るというものである。この現実性は別にして

も、こうした主張に見られるように、インフレ格差のような国家間の経済構造

の異質性に由来する不均衡が顕在化した場合、それを政策によって人為的に調

整するのではなく、異質性をもたらす制度上の固有性を除去し、不均衡が市場

で粛々と調整されると想定されている均質な空間を作り出そうとするベクトル

が強まっている。そして、金融政策や財政政策のように、当局者による人為的

ないしは政治的判断が介入する余地のある領域では、インフレ率の政策目標や

「安定と成長の協定」における規定のように、厳格にルール化されて、いわば

脱政治化されているのが特徴である 27。  

 

 

むすびにかえて  －経済政策の脱政治化の行方－  

 

 市場メカニズムが想定された通り機能するような均質な空間は仮説上の存在

であり、まして労使慣行から生産構造まで国によって違いが大きい EU 内では

このような空間の出現はありえないとしても、市場の効率性を阻害されると目

される諸制度を撤廃していこうという動きは、ユーロ圏内各国の福祉国家の固

                                            
2 7  ２００３年５月８日、ECB は発足以来初めて、金融政策のルールの一部変更を運営理事

会で決定し、同日の記者会見でこれを発表した。主要な変更は次の二点である (ECB 
2003)(Duisenberg,  Papademos and Issing,  2003)。  

まず、インフレ率２％未満という物価安定の定義は変更しないが、金融政策の目標は

「２％に近いインフレ率を中期的に維持」とする。これはデフレのリスクを警戒して安全

のために十分な余地をとるためであり、これによって、消費者物価指数の算出の際に生じ

る偏りと、ユーロ圏内のインフレ率格差がもたらす結果に対応することができるという。

この政策変更は、本稿で指摘した、目標とするインフレ率が低すぎるのでないかという問

題に対応している。  
つぎに、これまで、まず「第一の柱」と称して、M3 の伸び率に参照値を設け、この動

向を物価安定へのリスクの指標とし、ついで「第二の柱」と称して、その他の様々な実物

要因を考慮に入れて金融政策を決定していたのを改めて、まず「経済分析」と称して、実

物要因の動きを監視して短中期の物価安定へのリスクを見極め、そして「貨幣分析」と称

して、M3 のほか信用供給の動きや流動性構成の変化を考慮に入れて金融政策の決定を行

うという。また毎年の M3 の参照値の検証はやめるという。この政策変更も本稿で言及し

た、「第一の柱」は曖昧なマネタリー・ターゲットで妥当性が疑わしいという批判に対応

している。  



 

 18

い殻をさらに崩していくこととなろう。各国単位での旧来の需要管理政策は既

に７０年代から８０年代始めにかけて有効性を喪失していったが、今後、産出

と雇用の拡大は市場の効率性に委ねる動きが持続していくのか、それとも新た

に EU 規模での産出と雇用の安定を直接目標とする何らかの政策が再構築され

ていくのかについては、現時点ではいうまでもなく判断できない。ただ後者の

遂行には、何を問題とし、どのように問題の解決を図るかについての合意形成

が要請されるため、一定の政治統合が必要条件となるであろう。  

政治統合の今後については本稿の対象ではないが、ここで指摘できるのは、

政治統合の見通しが不明確であることが、経済通貨統合における経済政策の脱

政治化傾向を固定化させる可能性である。たしかにイッシングが述べているよ

うに、「加盟国の数が増えるに従って、EU 内の不均質性は、EU 全体としての

野 心 的 な 政 治 面 で の 構 想 す べ て を 幻 想 と し て し ま う ほ ど 高 ま っ て し ま う  

(Issing 2000b p.37)」だろうし、今後予想されるユーロ参加の拡大によって、裁

量による政策調整はますます現実的ではなくなるだろう。通貨統合は政治統合

への触媒となるという当初の楽観的な見方は、EU 拡大が現実の日程となるに

伴って、影を潜めてきている。  

この悲観的な見解の一方で、イッシングは楽観的ともいえる将来像を提示し

ている。彼は、「ヨーロッパは今、未知の『ヨーロッパの構成に関する解決策』

に向かって、ハイエク的な探索過程の真っ直中にある (Issing 2001a p.459)」とい

う。その解決策とは、今まで歴史上存在した決着に似たものとなるよう事前に

制約されてはならず、その過程を遮るものがなければ、ひょっとすると斬新な

結果へと進んでいくこともあるはずだという。人為的な設計を排し、人々の自

由な活動を通じて生成される、制度の自生的な進化に将来を委ねようとするこ

のオーストリア学派的な見解は、将来の環境が不透明な現状に適合しているの

かもしれない。  

しかしながら、自由な活動の彼方に調和的世界が待っているとは限らない。

これまで、他の地域経済統合とは異なる EU 統合の特徴となってきたのは、国

家間の経済的な軋轢を主権の共有を通じて抑止し調和させようとする制度の設
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計であった。ただ、市場統合が進展し、単一市場の完成に近づいた現在、国家

間に発生する経済問題の性格も変容してきている。過去に EU が取り組み、そ

して統合を進展させる触媒ともなってきたのは、エネルギー問題、農業問題、

通貨の対外価値の不安定性といった、問題の所在や国家間の調整の必要性が明

示的な領域が中心であった。しかし、単一通貨が導入された現在、ユーロ圏内

のインフレ率格差やインフレ率の水準のごとく、過去にも劣らず生産や分配に

国家を超えて影響を及ぼす問題が生じながら、いずれも過去の問題のような明

示性に欠け、どこか衒学的で、それだけ政治化しにくくなっているのである。  
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