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サッチャー時代は終わったのか？

Point
1 2009年 4月27日付の Financial Times に、｢サッチャー時代の終焉｣と題するコラムが掲載さ

れた。サッチャー時代は終わったのか？
2 サッチャー元首相の政策は多岐にわたるが、その目的は、①小さな政府、②市場メカニズムの追

求による経済構造改革である。
3 英国病（低い生産性と多発するストライキに代表される 1960 年代から 1970 年代の英国の状

況）と言われ、働かない国民の代名詞にもなった英国人が大きく変わった理由は、上記の政策に

よるところが大きい。
4 サッチャー改革の大部分は普遍性を持つ。現在の世界主要国の社会主義的政策は、緊急避難的な

もので、いずれ元に戻るはずである。サッチャー時代は終わっていない。

1．サッチャー改革の概要
（1）英国病の主因：保守党、労働党政権下の雇

用関係の立法

英国の雇用関係の法律は、政権交代の度に改定

されてきた。1970 年に発足したヒース保守党内

閣は 1971 年に労使関係法を制定した。この法律

は、従来労働組合が得ていた権利を剥奪するもの

で、労組の猛烈な反対運動を引き起こした。その

結果、全国炭鉱労働組合、全国鉄道労働組合、海

員組合などが長期ストを行った。特に全国炭鉱労

働組合は 1972 年秋から賃上げをめぐり約半年間

の長期ストを行い、大幅な賃上げ（当初政府案

8％から 17 ～ 24 ％へ）を獲得した。

｢政府か組合か｣の選択を問うた 1974 年の総選

挙では保守党が敗れ、ウィルソン労働党内閣では

1971 年に制定された労使関係法を廃止し、労働

組合に有利な労働組合・労働関係法を制定した。

1976 年に発足したキャラハン労働党内閣は、

いっそう労働者保護に傾斜した雇用保護（統合）

法を制定した。

この間、英国の実質 GDP 成長率は 1950 ～

1960 年の平均 6.14 ％から 1970 ～ 1980 年の平均

1.54 ％へ急減速した。

（2）サッチャー政権の誕生とその政策

このような英国病が蔓延する中で、1979 年 3

月、英国下院でキャラハン首相の不信任案が可決

され、同年 5 月の総選挙で保守党が勝ってサッ

チャー政権が誕生した。

第二次世界大戦後 1970 年代までの英国の経済
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政策は、①完全雇用の達成を目的とした総需要管

理政策（ケインズ理論の採用）、②国家による経

済への介入 （中央銀行や基幹産業の国有化）、

③所得政策（完全雇用と物価の安定を両立させる

ため、政府が賃金上昇率を統制）が特徴であった。

その結果、労働者は護られたが、国家経済は米国

や他の欧州諸国との比較では地盤沈下がはっきり

した。サッチャー政権の主要な政策は以下の通り。

中でも、英国病の主因であった労働組合改革、行

財政改革が重要である。

A. 雇用改革（労働組合改革）

B. 行財政改革（財政収入と支出のバランス、行

政改革、国有企業民営化）

C. 税制改革（経済活性化のための所得減税）

D. 規制緩和（為替管理の撤廃、証券取引関連規

制撤廃等）

E. マネーサプライの重視（インフレ抑制、物

価統制の撤廃）

F. 教育改革、社会保障改革

（3）サッチャー政策の評価

サッチャー政策により所得格差が広がり、利己

主義者が増えたとのアカデミズム 1 等からの批判

や医療制度の｢崩壊｣2 というマイナス面等はある

が、欧州先進諸国の中でも際立って労働争議が少

ないという良好な経営環境と高い生産効率を示す

現在の英国を作り上げたのはサッチャー元首相の

大きな功績であり、デメリットを補って余りある

成果であると言える。

2．主要な改革の内容
（1）雇用改革

サッチャー政権では市場競争原理に基づく徹底

した労働・雇用政策が採られた。

最初の法律は 1980 年に制定された雇用法で、

その主な内容は、①組合員によるストの決定投票

を促進するための、投票費用償還制度の導入、

②個人的信条による組合非加入者のクローズド・

ショップに基づく解雇を不正解雇とする、③不法

なピケや無差別な二次的争議行為（他人の労働契

約を破棄するよう働きかけたり、取引先企業の製

品の取り扱い拒否を働きかけることなど）を禁止

すること等である。

続いて 1982 年に制定された雇用法では、①ク

ローズド・ショップを原則として違法とする、

②雇用に関係ない争議行為を禁止、③組合員だけ

の雇用を意図する二次的争議行為を禁止、④争議

行為に関する差し止め請求権を認めることとし

た。

また、1984 年に制定された労働組合法では、

①正当な手続きによる秘密投票を経ない争議行為

の禁止、②秘密投票による組合執行部の選出、

③組合の政治活動の投票による決定などが制定さ

れた。

更に、1988 年に制定された雇用法では、①ク

ローズド・ショップの創設・維持を目的とする争

議行為の禁止、②秘密投票で否決された争議行為

への参加拒否権の承認、③秘密郵送投票による労

組幹部選出権の承認、④組合の不正支出に対する

訴追権の承認、⑤組合員でないことを理由とする

解雇を不正解雇とすることなどが定められた。

1990 年に制定された雇用法では、①雇用前加

入制クローズド・ショップを違法とする、②二次

的争議行為の労組の免責を廃止、③非公認ストを

違法とすることなどが定められた。

上記のような法律が制定可能となった決定的な

理由は、政府の全国炭鉱労組に対する勝利である。

政府は 1982 年に不採算炭鉱の閉鎖方針を決めた

が、1984 年 1 月のヨークシャーの炭鉱閉鎖発表

をきっかけに、全国炭鉱労組は 1984 年 3 月から

1   もともと社会主義的な傾向が強く、サッチャー首相に研究費等を大幅に削減された上、成果主義の導入で多くの教授が職を失った。
2   医療費は無料であるが、緊急医療の充実に比べ、生命の危険のない病気の受診までの待ち時間の異常な長さ： 1～ 2カ月。
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ほぼ 1年間にわたりストを行った。事前に十分な

石炭備蓄を行っていた政府はこれに屈せず、組合

員に職場復帰を訴え、それを実現した。これが

きっかけとなって、労組の影響力はほぼ完全にな

くなった。

（2） 行財政改革

行政改革と財政収支の改善

｢小さな政府｣を実現するため、以下のような政

策が実施された。① 1980 年、競争入札制度の導

入により、地方自治体の一定のサービスに民間業

者との競争入札を義務付け。自治体がサービスを

継続するには、入札の参加主体としてサービス供

給組織を設置する。② 1982 年、中央省庁のマ

ネージャーに目標を設定してコストと責任を明確

化。③ 1988 年、｢次のステップ｣原則の導入によ

り、廃止、民営化、外部委託の可能性を検討。

④ 1988 年、民営化が出来ない場合には、独立行

政機関（エージェンシー）とする。⑤ 1988 年、強

制競争入札の対象拡大。従来の対象である建物の

メンテナンス、道路管理に加え、ごみ収集、休職、介

護などほとんどの現業サービスを対象とする。

⑥ 1991 年、市民憲章を導入し、政府が提供する

サービスの水準や質を国民に約束することとし

た。

サッチャー政権はマネタリスト的財政政策を採

り、通貨供給量を一定にして、その配分比率を政

府から民間にシフトさせることを目指した。これ

らの行政改革により財政支出を減らし、その分が

減税などにより民間に振り向けられた。その結果、

国債残高増加率は 1970 ～ 1980 年平均の 11.16 ％

から 1980 ～ 1990 年の 6.89 ％に低下した。

（3）民営化

サッチャー政権では、公共サービスの分野で民

営化が行われた。① 1981 年、郵便電気通信公社

を、郵便公社と電気通信公社に分離。1984 年、

電気通信公社を民営化し、British Telecom を設

立。1985 年、国立振り替え銀行を郵便公社全額

出資の株式会社（ジャイロバンク）に移管。ジャ

イロバンクは 1990 年、民間金融機関に売却され

た。1987 年、郵便の窓口業務を郵便公社全額出

資の郵便窓口会社に分社化。②エネルギー分野事

業では、1989 年に電力事業を発電、送電、配電

の 3 部門に分割し民営化した。1990 年には、超

大口電力使用者向け小売を自由化した。

国有企業の民営化も行われた。代表的な例は、

Cable&Wireless（通信）、National Freight

Consortium（物流）、Britoil（北海油田開発・石

油製品生産・販売）、British Aerospace、British

Airways、British Steel、British Leyland（Rover

Group）の民営化である。

（4）税制改革

直接税の税率を下げ、間接税の税率を引き上げ

る政策が採られた。法人税率は、52 ％から 34 ％

に引き下げられ、中小企業向けの軽減税率も

42 ％から 25 ％に引き下げられた。所得税も、基

本税率を 33 ％から 25 ％に、最高税率は 83 ％か

ら 40 ％に引き下げられた。また、低所得者層に

配慮し、最低税率は 20 ％から 10 ％に引き下げら

れた。

一方、付加価値税の税率は 8 ％から 15 ％に引

き上げられた。名目GDPに対する租税負担率は、

35.4 ％から 35.9 ％とほぼ横ばいであった。

（5） 規制緩和

1986 年に実施された英国証券取引所の改革は、

｢ビッグ・バン｣と呼ばれ、他の先進諸国の規制緩

和に先鞭をつけた。英国では、1979 年 10 月に外

国為替管理が撤廃されていたが、ビッグ・バンに

より、①株式・債券の売買手数料の自由化、②証

券取引所会員権の開放、③立会場の取引からコン

ピュータによる取引への移行（市場情報の透明度

と市場への信頼度が向上）、④単一資格制度（自

己勘定で売買を行うジョバー（Jobber）と顧客の

注文の取次ぎを行うブローカーの兼業を禁止する

制度）の廃止等が行われた。一方で、投資家保護
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法の制定により、証券業者への参入は許可制と

なった。

ビッグ・バンの結果、世界の三大金融センター

（ニューヨーク、東京、ロンドン）におけるロン

ドンのシェアは、株式売買高ベースで 1985 年の

5 ％から 1990 年の 17 ％に上昇、株式発行による

資金調達額も増加し、ロンドンは欧州の金融セン

ターとしての地位を不動にした。

ただし、小口取引の手数料は引き上げられ、ロ

ンドン市場では機関投資家の取引比率が高まっ

た。また、大半の英国の証券会社は、資金力に勝

る米国や欧州大陸系の証券会社に買収されてし

まった（ウィンブルドン現象）。

（6）マネーサプライの重視

財政・金融政策はケインズ（労働党）的アプ

ローチではなく、マネタリズム的政策が採られた。

当時はインフレが亢進（1970 ～ 1980 年の平均イ

ンフレ率は 14.63 ％）していたので、これを収束

させるため、強力な引き締め策が採られた（1980

～ 1990 年の平均インフレ率は 5.95 ％）。公定歩

合は、7 ％から 14 ％に引き上げられ、失業率も

1970 ～ 1980 年の平均 2.6 ％から 1980 ～ 1990 年

の平均 6.8 ％まで上昇した。

（7）教育改革、社会保障改革

A.教育改革

大学の改革では、教官の終身在職権の保障に制

限を加え、政府の助成金を大学へ与えるのではな

く、個別の授業科目への助成に変更した。これに

より、人気の無い（ビジネスに結びつかない）授

業（教授）への財政的な圧力が強まり、実学指向

が強化された。この点については、特に文学・歴

史・哲学等のビジネスと関係の薄い科目担当の教

授から強い反発があった。この改革のもう一つの

狙いは、左翼的な思想を持つ教官の排除であった

と言われている。

B.社会保障改革

英国の社会保障制度には長い歴史があり、1601

年に制定された救貧法（Poor law）に始まる。近

代の社会保障政策の基礎になったのは 1942 年に

保守党政権下の社会保障委員会委員長ベバリッジ

が公表した社会保障構想（通称ベバレッジ報告）

である。この報告では、｢揺り籠から墓場まで｣と

いうスローガンのもとで、最低生活の保障（ナ

ショナル・ミニマム）が中心テーマとされた。

サッチャー元首相は、米国の善意に根ざした連

邦政府の貧困撲滅政策が、現実には貧困を増大さ

せたことを踏まえ、英国の福祉制度が国民の国家

への依存心を高め、責任感を弱めたと考えていた。

その結果、①被雇用者の国民健康保険掛け金の負

担比率の引き上げ、②社会保障予算で大きな比率

を占める退職年金のインフレスライド率の引き下

げが行われた。特に退職年金は社会保障予算の 4

分の 1を占めていたので、財政支出削減の大きな

課題になっていた。次に行ったのは国民健康保険

制度の改革である。従来からの、医療を必要とす

る人には無料で治療を行うという原則は維持しつ

つ、組織改革を行って医療サービスの質を高め、

コストを削減することを目指した。その結果、①

病院を独立採算制にすること、また一般の開業医

にも国民健康保険制度への参加を認めること、②

医療サービスの提供者と購入者（医療費を支払う

地域保険当局）を分離すること等が実行された。

現在ではこの改革により、医療サービスの質が低

下したとの批判もあるが、医療関係者にコスト意

識を植え付けたことは間違いない。

サッチャー時代は終わったのか？




