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21世紀の入口を前にして,アメリカ経済は未曾有の好景気に酔いしれている.1990年代に

三倍以上にも高騰 した株価は,株価収益率 (PER)が30倍を超えたにもかかわらず,危険

視する向きは少数派である.経常収支赤字という否定的要素でさえも,逆にアメリカ市場の

高い開放性の証 しだと見る好意的解釈が強 く,債務増大につながった低貯蓄率に対 してすら,

旺盛な消費意欲の帰結だとして,問題視する向きは必ず しも多数派ではない.1980年代にお

ける支配的なアメリカ観だった ｢双子の赤字｣に苦 しむ凋落するアメリカ経済,あるいは国

際競争力の低下に坤吟するアメリカ企業といったイメージはすっかり影を潜めている.消費

に沸き,好調な投資の上がりを享受するアメリカ経済像が,そういった楽観的な認識を支え

ている.

たしかに,アメリカは冷戦後世界で唯一の覇権国という超大国であり,かつては東西冷戦

の壁に阻まれていた軍需技術の民需転換が冷戦崩壊によって可能になり,その結果,情報-

イテク産業を中心にした未曾有のブームを詣歌 しているのは紛れもない事実である.情報-

イテク産業がいかに巨大な株ブームを詣歌 しているのかを示す事例は,枚挙にいとまがない.

アメリカ市場の時価総額に占める-イテク株のシェアは,1990年代初頭の10%から,現在

では30%に上昇 し,3兆 ドル規模にまで浮上 した.株価 (時価総額) トップのマイクロソフ

ト社に至っては,その5,350億 ドル (1ドル-105円で56兆円強だから,日本のGDPの1割あ

まりに相当する)という時価総額 (株価×発行株数)はカナダのGDPを凌駕する. しかも

〔キーワー ド〕 ニューエコノミー,株価,バブル,ペソチャー企業,対外債務

本稿では,すべての敬称を割愛したが,それは,煩雑さを避けることによって,議論の明確さが

期されるものと考えるからである.関係各位のご寛恕を乞いたい.
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この情報産業に牽引されるアメリカ市場の過熱ぶりは,アメリカ経済の実需に比べても相当

に高い.株式時価総額のここ60年間における対GDP比の平均が45%だったのに対 して,い

まや150%にまで高騰 し,いまや45%のアメリカ人が直接的にはファソドを通 して間接的に

か,株式を所有 しているのである.1950年にはわずか5%以下にすぎなかった株式所有シェ

ァに比べれば,たしかに株の伸びは驚異的である.かくて,金融資産の部門別内訳の国別比

較によれば,アメリカは株式43%,公社債41%,銀行16%という具合に,きわめて資本市場

の比重が大きい.一方,日本は株式25%,公社債39%,銀行36%となっている (99年の数字)･

このようなデータに着 目するチュー リッヒ･フィナンシャル ･サービス社の主任エコノミ

ス トであるデイビッド･へイル (DavidHale)は,この株価過熱にバブル崩壊の兆 しを懸

念する向きに対 してこう反論する.

｢そのような (バブル崩壊-の-引用者)懸念は理解できるが,現実は,株式市場のブー

ムが, グローバルな資源再配分という,より巨大なプロセスの一部分だということである.

そして,その再配分は冷戦終蔦に起因 し,経済における情報技術の役割や,技術利用におけ

る米系企業の主導権をますます増大させている｣

へイルが挙げる興味深いデータによれば,シリコソバ レーの-イテク企業の24% (企莱数)

に相当する2,775社の筆頭取締役が華僑や印僑の移民だということである. しかも,かれ ら

の比率は,95年から98年にかけて立ち上がったペソチャー企業のなかの29%を占めるという

ことである.このことは,アメリカのシリコソバレーは-イテク拠点として名を上げたが,

その-イテクの成功を主導 した一端に,華僑や印僑といった移民が立ち上げたベンチャーだ

ということを意味 している.ハイテク企業と言えば,えて してマイクロソフ トの創業者のビ

ルゲイツが圧倒的な印象を付与 しがちだが,その担い手の一大勢力に華僑や印僑といった移

民がいたということの社会的意味合いは大きい.1)

アメリカ社会から聞こえて くる見解に,アメリカ経済は景気循環すら脱 した ｢ニューエコ

ノミー｣だとする強気の向きが支配的になったのは故なきことではない.

ハーバー ド･ビジネス ･スクールで ｢ペソチャー ･ファイナソス論｣を講 じるウィリアム･

サーマソ教授 (ProfessorWilliamA.SahlmanatHarvardBusinessSchool)は, ｢ニュー

エコノミーが強靭なのは,ビジネス ･システムに依拠 しているからだ｣と説明し, ｢ニュー

エコノミーの強靭ぶ りは,それがいくつかの重要な要困に基づ くからだが,その点を伝統的

な経済学者はあまり信用 しない｣と.その要因とは,企業家精神の称賛,失敗-の寛大さ,

資本調達の制度的容易さであり,さらにはアメリカにおける最良の人材が,以前ならばコソ

サルタソト会社や投資銀行に行ったものだが,いまやかれらはシリコソバレーに行 く,と.

一例を挙げれば,1999年 6月のハーバー ド･ビジネス ･スクールの卒業生のなかの35%もが

ニューエコノミーの担い手であるペソチャー企業で働いていると指摘 している.

1)DavidHale,"RebuiltbyWallStreet,"Fi拘αnCialTimes,Jan.25,2000.
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サーマンは,その成功事例として,1984年創業のテキサス所在のデル ･コソビュータを挙

げている･その創業者マイケル ･デル (MichaelDell)は,流通業者を排除 して消費者相

手に直接に電話で販売する手法を用いた. しかもその販売手法は独特で, コソビュータ技術

者を全米に配置 して,電話注文後4時間以内にコソビュータを取 り付けるという流通システ

ムを採用 し,通常の小売 り業者を凌 ぐサービスを徹底 したわけである.か くて,デルは

IBMやコソパックに対 して成功裏に競争することができた.1996年には,デルはさらに流

通改革を促進 して,部品や完成品の大量在庫を一掃するために,注文後にコンピュータを組

み立てるというシステムに切 り替えたが,それも効を奏 した.さらに現在では,その総売上

高の30%を占めるインターネットでの注文をさらに増やすべく,製品やサービスについての

情報をインターネット上に流 し,それによって個人発注の注文に対応 しようとしている.

かくてデルは,1990年に23%だった売上高に対する売掛金や棚卸資産の純比率 (買掛金を

差 し引 く)は, 3%にまで劇的に低下させ,投下資本に対する収益 も,1990年の36%から

1998年の400%という驚異的な収益性を達成 したのである.かくて,デルの株式の時価総額

は,1990年の5億 ドルから,1998年の1,000億 ドルに,つまり200倍に増大 したわけである.

しかもこのようなニューエコノミー現象は,目下のところアメリカに限定されるものの,

次第に世界に広がりつつある, とサーマソは考えている.なぜならば,サーマンの下で

MBAを取得 した外国人学生は,きわめて熱心にアメリカ企業で働 くか,もしくは帰国 して

ニューエコノミー ･ペソチャーの実験を試みているからだ,とサーマソは主張する.実際,

アジア全域で無料のEメイル ･サービスやEコマース ･サービスを提供する会社を立ち上げ

たアジア ･メイル社は,2,000億 ドルもの資金調達に成功 した.

サーマソは結論をこう結ぶ. ｢ニューエコノミーのグローバ リゼ-ショソはまだ緒につい

たばかりだ. しかし,今日の世界は,マスメディアやEメイルやインターネットによって結

ぶんでいるわけだから, したがって,それは時間の問題にすぎない｣と. 2)

実際,日本のEビジネスの代表的企業である日本ソフ トバンク (1981年福岡に設立,後に

東京移転)の創業者である孫正義は,カリフォルニア大学バークレー校で学んだ後,帰国後

に数々のインターネット関連 ビジネスを次々に立ち上げ,その総帥として活躍する.アメリ

カでニューエコノミーを学び,そ して体験 した後,帰国後にペソチャーを創業 して軌道に乗

せたというかれの経歴は,このサーマソの論説を証明するような人物である. 3)

2)William A.Sahlman,"TheNew EconomylsStrongerThanYouThink,"Ha,Ⅶαrd

蝕 inessRem'ew,Nov.-Dec.1999.
3)孫正義は, 日本人 も韓国人 もアメ リカでは同 じ Asian と して見な され, アメ リカで本名を名

乗れ ることによって, ｢心の呪縛 か ら解放 された｣ ことが, アメ リカでの最大の収穫 だったとい

う.在 日コリアン論 を論 じた朴-は,民族名を名乗 って出自を明 らかに しつつ, 日本経済 に多大

なる影響力を及ぼ しつつある孫の存在 を ｢じつに希有 な例｣ と して評価 しつつ,社債発行や増資

によって資金調達 を図 って企業買収資金 を獲得す るとい う, 日本型金融 システムを特徴づけるも

のだった メイソバソ ク ･システムに依存 しない孫の姿勢にも注 目している.朴- 『く在 日〉 とい

う生 き方』講談社,1999年,参照.
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ビジネス･ウィーク誌では,ニューエコノミーに関する特集が続 く.高成長で低失業率で,

かつ低イソフレーショソというアメリカ経済の好調ぶりは, IT革命が主導するアメリカ型

の経済モデルが,生産性上昇を媒介に雇用破壊よりもむ しろ雇用創出を生み出したからだと

結論づけている. ｢企業にとっては, IT投資に対する最重要事は,それによって リス トラ

と経費削減が実現できることだ.だが, グローバルな見地からすれば, IT革命の決定的利

益は,有益な情報を世界共通にしたことである｣と位置づけながら,一例として,中国のエ

ソジニアがイソタ-ネットを通 じて,アメリカのウェッブ ･サイ トの巨大な情報にアクセス

できることを挙げている.GDPに占めるIT投資額はアメリカの4.5%が トップで, 日本

の2%が最低だという1999年のデータを挙げて,日本の通信料の高額ぶりが日本におけるE

コマースの発展を阻害 していることを指摘する.一方,アメリカの-イテク産業の発展と,

高等教育を受けたスキルのある移民労働力の流入とが相関関係の高いことに注目する.つま

り,1985年から96年にかけて,外国人学生がアメリカの大学で科学 ･エンジニア部門の博士

号を取得者増加分の三分の二をも占めたということである. 4)

上記の2週間後,同誌は ｢ブーム｣という特集記事で再びアメリカ経済の過熱を論 じた.ア

メリカ経済の経済成長はこれまでの戦後最長期間だった1961年～69年をすでに更新 して,91年

3月以降続け,失業率はこの30年で最低を続けている.一方では,ダウンサイジソグという企業

のスリム化志向によって,解雇の波が続いているにもかかわらず,不満が少ないのは,解雇された

労働者の再就職が容易だからである.ポストソ連銀は,1992年よりも今日が解雇された労働者

が失業から1カ月以内につぎの職を得る確度は80%も増えているという調査結果を伝えた.ペ

ソチャー企業の登場によって,労働力の流動化は確実に進みつつあるものの,それが経済社会の

ダイナミズムを鼓舞するように作用 している点がアメリカ社会の強みだろう.

たとえば,イソタ-ネット関連500社の調査によると,1999年第4四半期に採用 したエグ

ゼクティブのなかの88%は,伝統的企業からの転身だったという.それはその1年前ならば

38%にとどまっていた数字に比べれば,わずか1年で,伝統産業から情報産業-の労働力の

流動化が飛躍的に高まったことを教えてくれる.そのような推移と,おそらく関係するだろ

うが,大学に再入学する高齢者が増大 していて,1989年との比較で,現在は35歳を上回る高

齢大学生数が25%も増大 しているという.

女性の進出が進んだのも90年代における大きな変化である.92年と99年の比較では,女性

が所有する企業数は42%も増大 し,女性所有の企業における雇用数に至っては同期間に102

%も増大 している.アメリカ中企業経営者協会理事長の リン･ニー リー (LynnNeeley)

は ｢女性経営者の増加こそ,アメリカ社会における人口統計学的に大きな変化である｣と述

べている.もちろん,こういった女性の社会進出の増大や,高齢者層の再入学による滴性化

といったダイナミズムの波は,若者にも大きな影響を及ぼさざるをえない.1980年代には

4)"specialReport/TheNew Economy,"BusinessWeek,Jan.31,2000.
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MBA卒業者のわずか 1- 2%が起業家として出発 したいと思っていたにすぎなかったが,

いまではそういった若者が10-20%にまで増えているというコメソトをビジネス ･ウィーク

誌は紹介 している.

米FRBの表現によれば,いわば ｢市場マニア｣ (MarketMania)の増大がアメリカを

覆っているということになる.かれらの思惑は ｢金持ちになりたい｣ということだからであ

る･1989年にはわずか28%にすぎなかったアメリカ人家計に占める株式所有比率が,今や54

%にまで跳ね上がって しまった.1991年から起算 して,約4,000万人に及ぶ新規の株式投資

家を抱え込んできたことになり,1998年の時点で家計の50%に相当する8,000万人にのぼる

アメリカ人が,直接的にもしくは間接的に (投資信託や年金基金を通 して),株式を所有 し

ていることになる.

アメリカ的金融システムのグローバルな伸張についてつねに楽観的コメソトを続けてきた

米財務長官のローレソス ･サマーズ (LawrenceSummers)日く, ｢最初のスーツを買う

以前に, 1億 ドルもの資金を調達できる国は,世界でアメリカしかない｣と.計画 しか持っ

ていないような会社ですら,巨大な資金を資本市場での株式公募によって調達できるという

アメリカ経済の最近の動向を強調するビジネス ･ウイーク誌は,市場の拡大基調が始まって

から,5,000以上もの企業が3,000億 ドルもの資金を調達 してきたと言 う.1990年代における

ナスダック指数の伸びは8倍 (1991年 3月の500-2000年2月4,000),ダウは3倍という伸

びを考慮すれば,そのような活気ある資本市場に多 くの企業が資金調達に表れるのは当然と

言えば当然だろう.

たしかにアメリカにおける生活水準全般を見渡 しても,失業率や貧困率の低下といった数

字を見出すのは容易だ.各層ごとの失業率は次のように低下 している.黒人女性は12%- 7

%,黒人男性14%-→7%,十代黒人36%-28%.いまや,'7メリカ人家庭の家屋所有率 も

64.1%から66.8%に上昇 したが,人種別にみた家屋所有率は,ヒスパニックで39%-45.5%,

黒人で42.7%-46.7%という具合である (いずれも1991年-98年).5)

Ⅱ アメリカ経済の抱えるリスク

2000年 1月30日,スイスのダボスで開催された世界の政財学界を率いる一流の人材が集う

｢世界経済フォーラム｣に出席 した米財務長官のサマーズは,これまでアメリカ経済事情に

対する楽観的な認識の目立った論調 (先に引用 したアメリカ資本市場について豪語 した強気

の弁を見られたい)とは打って変わって,自制を求めるような意外なコメソ トを口にした.

｢われわれがITショックから享受 してきた利益が当然にも永遠にわれわれとともにあると

想定するのは,重大な誤 りだろう｣と.サマーズはこう続けた. ｢ニューエコノミーが継続

5)"SpecialReport/America'sBoom,"BwinessWeek,Feb.14,2000.
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するには,伝統的な美徳にのっとられなければならない｣と.情報ハイテク産業の隆盛とい

うニューエコノミーと,伝統的な美徳という一見不釣合な関係が,サマーズというアメリカ

経済学界の俊英 (元--バー ド大学教授)であり,財務行政のエキスパー トの口から発せら

れたことに意外な面白さがある.

そこでサマーズが成長を継続させる要田として挙げた美徳とはつぎの三点である.その-

っ目が倹約 (thrift)で,財政赤字が黒字に転化 したこととは裏腹に,個人貯蓄率の ｢驚 く

ほどの低水準｣ (fartoolow)によって,成長の持続可能性は危 ういという警鐘を鳴らし

た.二つ目は共同体 (Community)である. ｢アメリカ経済が成功 してきたとはいえ,繁

栄はすべてのアメリカ人にもたらされたわけではない｣としてサマーズが挙げた一例は, ワ

シソトソDCで生まれた男性の平均余命がモソゴルで生まれた男性よりも短いということだっ

た.三つ目は慎重さ (prudence)である. ｢経済史の教訓によれば,自己満足というもの

が,過度な楽観主義や維持不可能で非現実的な支出を生み出し, しかもそれらが過剰な信用

と借入過多と随伴するようなことになれば,それが自壊的な予言になりうることは明らかで

ある｣と前置きしたうえで, ｢したがって,アメリカにいるすべての人びとにとって,経済

生活には依然として リスクや不安定性があるし,そのように自覚 して計画することがきわめ

て重要である｣と. 6)

強気と楽観主義の色濃い市場認識をまくし立てることで定評のある,サマーズのイメージ

はそこからは感 じられない.

アラソ･グリーソスパソ米FRB議長は,1987年のブラックマソデー直前にポルカ-議長

を引き継いで以来,次期4期日の議長就任が決まった. クリソトソ米大統領日く, ｢FRB

の賢明な指導力が強いアメリカ経済においてきわめて重要な役割を果たしたことは明白であ

る. したがって,今日,わたくLは喜んでFRB議長にグリーンスバソを再指名する決定を

下 した｣.2000年 1月4日,クリソトソは再指名の祝辞をこう述べた.2000年6月に始まる

新 しい4期日の4年間はこれでグリーソスパソが続投することになった.

再指名の要請を受けて,同年 1月26日に開かれた米議会上院の銀行 ･住宅 ･都市問題委員

会 (theCommitteeonBanking,Housing,andUrbanAffairs)での証言に臨んだグリー

ソスパソはこう述べた.

｢アメリカ経済全般において,技術革新の顕著な上昇が生産性を向上させ,そして多くの

アメリカ人の生活水準を引き上げてきたが,それは多くの人びとだったとはいえ,残念なが

らすべてにそうだったわけではない.金融政策におけるわれわれの挑戦は,このような経済

的拡大や技術革命ができるだけ長期にわたって,できるだけ強力に継続するように促すこと

である.経験の示すところによれば,この繁栄をもたらした本質的要因は,そして中央銀行

6)"TreasurySecretarySummersremarksonU.S.Economy,"washingtonFile,30,

Jam.2000,http://www.usia.gov.products/washfile/newsitem.shtml
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が長期にわたって究極的に責任を有する要因でもあるわけだが,それは低 く安定 したイソフ

レーショソである.なぜならば,有効な価格安定は,さもなければ家計や事業の投資や貯蓄

の決定を妨害するような,不安定性と混乱の主要な源泉を取 り除いて くれるものだからであ

る.同様に,価格安定を維持することは,不均衡を拡大させるような傾向を取 り除き,そ し

てまた経済成長を阻害するような傾向を減少させて くれる｣7)

アメリカ経済の堅調さの裏で忍び寄るイソフレーションの影を警戒 し続けてきたグリーソ

スパソの言質は,ある意味では,強気一辺倒の支配的見解に警鐘を鳴らし続けてきた.要点

は,-イテク技術革命の発展そのものがニューエコノミーという好調なアメリカ経済を作 り

出した独立要因ではなく,インフレーションを抑え込んできた背景をよく理解 しなければな

らないとともに,そういった努力を傾注 してきた通貨当局の姿勢を訴えたものである.

サマーズとグリーンスパソの二人の論客に共通するのは,すべての人びとがニューエコノミーか

ら恩恵を受けているわけではないこと,および慎重な判断の重要性を訴えたことである.

そのような不平等性に対する認識は,アメリカ社会の津々浦々で広がりつつある.たとえ

ば,先のアメリカ経済のブームを特集 したビジネスウィーク誌は,様々な指標から,拡大す

る不平等に警鐘を鳴らしている.同誌が挙げている不平等を引用 してみよう.アメリカ人の

4,400万人は健康保険に入っていない.途上諸国からの輸入品の増大が,鉄鋼や繊維等の産

業から職を奪っている.GDPの3.4%に連 した1999年の経常収支赤字は, ｢経済学者が米

ドル崩壊を騒ぎ始めるレベル｣だと言いながら, ｢いまは外国人がアメリカに信用供与を行っ

て満足 しているとはいえ,かれらはいつか気が変わって巨大な借用証書の返済を要求するか

もしれない｣と警鐘を鳴らす.国内的には所得格差の拡大を,同誌は懸念 している.

その格差は図 1を見られたい.所得階層別内訳 (5分頬)では,最上位20%だけで49.2%

図 1 階層別所得シェア (5階層分類)

7)"TestimonyofChairmanAlanGreenspan beforetheCommitteeon Banking,

Housing,andUrbanAffairs,U.S.Sanate,Jam.26,2000,"http://www.bog.frb.fed.us/
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を占め,上位40%で所得全体の4分の3あまりを占める.最下位の所得層20%はわずか3･6

%の所得 しか得ていない.このような状況を,ニューヨーク大学経済学教授のエ ドワー ド.

ウォルフ (EdwardN.Wolff)は, ｢経済成長は資本にはたい-ん良かったが,労働者には

そうではなかった｣と言い放つ.

ビジネス･ウィーク誌の経済学編集部長のマイケル ･マソデル (Michael∫.Mandel)は,

この景気循環を脱 したと語られやすいニューエコノミーの限界を語る.現下のブームが1920

年代の好景気をあまりにも紡沸とさせるものであるという見解で,多くの経済史家が一致す

ることを重視 している.1920年代は,自動車や電機がブームを牽引 し,株価も鰻登 りに上昇

した.二つの時代に ｢強い頬似性があるが,そのすべてがわたしを悩ませる｣と言 うカリフォ

ルニア大学バークレー校の大恐慌論の専門家であるアイケソ･グリーソ教授は, ｢もしも歴

史が繰 り返すことを信 じるならば,すべての材料は,株価の下げを予想 している｣と. しか

も,1920年代も,1913年に創設されたFRBの信憩性が高まった時代だったことも現在と額

似 している.

1920年代が自動車の好調な売れ行きが景気を牽引 したのと同様に,90年代はIT産業が経

済全体を牽引 したことは類似 している.ハイテク産業の成長率がきわめて高いのに対 して,

その他産業はこの10年間一貫 して5%以下の成長率に甘んじている.成長の恩恵は特定の産

業に偏っているのである. しかもいまや家計の金融資産の54% (1989年には28%)までもが

株式所有で占められて しまったために,一旦株価が下落すると深刻な影響を被るということ

である.1987年のブラックマンデーのときですら株価収益率(PER)は20倍をやや上回った

にすぎなかったが,いまや30倍を突破 した. しかも,債務依存型の消費性向がブームを極め

た結果,可処分所得に占める債務比率はこの20年間鰻登 りに上昇 している (図2参照).8)

経済の二極化というのは,このようなことをいう.富の二極化,株価の二極化,そして債

務累積,という経済の二極化はアメリカ経済を特徴づけるものである.インターネットと英

語と米 ドルは,アメリカの｢一人勝ち｣を象徴する. しかし,一方では,健康保険にも入れず,

債務を抱えて,所得が少なく,そして株価の暴落に怯える巨大な階層の人びとが存在する.

こうした二面性から,楽観的認識と悲観的が交差 しながら,多 くの識者が,アメリカ経済

の象徴とも言 うべき株価の行方に注 目している. 日本経済新聞のインタビューに応えた

MIT名誉教授で1987年のノーベル賞受賞者であるロバー ト･ソローは日く, ｢高すぎると

は思 う.だが,二年前に同じことを言っていたが,その後も株価は上がり続けた.ある程度

バブルなのだと思 うが,す ぐ下落するはずだとも言えない｣と楽観的だ.懸念される債務増

大についても, ｢家計と企業の負債は増えているが,株下落が多 くの倒産を生むというほど

ではない｣と. 9)

8)"SpecialReport/America'sBoom,"BusiMSSWeek,Feb.14,2000.

9) ｢米株高と世界経済｣ 『日本経済新聞』1999年12月15日
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① 年平均成長率
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図2 アメリカ経済を象徴する3つの指標

ところが一万,--バー ド大学名誉教授で辛口の評論で有名なジョン･ケネス ･ガルブレ

イスは,朝 日新聞のインタビューに応えて, ｢今の状況は株式市場が投機熱に浮かれた大恐

慌前の状況に似ている.米国のバブルは必ずはじける｣ ｢資本主義の特徴は,ブームの後に

破たんが続 くことだ.株高が永遠に続いて欲 しいと願 うウォール街の連中には分かりづらい

だろうが,破たんを実際に経験 した日本人は直感で理解できるのではないだろうか｣10)

もう一人は財界からの認識を付記 しておこう.前米財務長官で,現在はシティグループ会

長の席に座るロバー ト･ルーピソ (RobertRubin)は,市場経済がアメリカと世界を巻き

込んでさらに広範に拡大 しそうな見通 しと,逆にその内包するリスクの両面を語って,楽観

と悲観が混在するニュアソスの認識を吐露 している.つまり ｢グローバ リゼーションや技術

がもたらした利益によってわれわれに リスクが見えなくなれば,そのことがわれわれの幸福

を脅かすだろう｣と.だからこそ,ルービンは ｢今 日のわれわれの最大の敵は,いい時代に

対する自己満足にある｣とする.かれはアメリカ経済の要注意案件を指摘 しながら警鐘を鳴

10) ｢米のバブル 必ずはじける｣ 『朝 日新聞』2000年 1月18日
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らす.一言で形容すれば,ルーピソの言質は ｢慎重な楽観主義｣と位置づけることが適当だ

ろう. ●

｢記録的貿易赤字,逼迫する労働市場,低すぎる家計貯蓄率,どのような伝統的な尺度で

計測 しても劇的に高い水準にある株価.これらはすべて,アメリカ経済と世界経済の前向き

な見通 しに対する注意報程度だとして小さく扱われている. しかしながら,それらは,た し

かに確実とは言えないものの可能性のある過剰と不均衡であり,われわれの経済的な幸福に

対 して現実的な危険性をもたらすかもしれないのである｣

もちろん,財務長官という要職でアメリカの政権中枢を担った後,ウォール街に返 り咲い

た現実の経済中枢に座 り続けるルーピソの言質が危機感で覆われているわけではない･

｢結局,わたしは将来に対 して楽観的である.新 しい技術というものは,経済に対 してき

わめて重要である. しかしながら,わすれてはならないことは,それらがけっして初めて出

現 した経済的に重要な技術だというわけではないことである.さらには,一方的な繁栄だけ

を産出したというものも,かつて何もなかったことも記憶 してお くべきだろう｣ll)

Ⅲ 第 1のアキレス健/低貯蓄率と株価過熱

アメリカ経済のアキレス腔を集約 して表現すれば,1999年初頭にはマイナスの貯蓄率にま

で転落 した貯蓄率低下と, リーディソグ･セクターであるはずの情報-イテク産業が意外な

ほどに雇用数が極端に少ないことだと筆者は考えている.後者については後述することにし

て,まずは前者の貯蓄率低下の問題から考えておきたい.これは,先の財務長官のサマーズ

も,アメリカ経済の予想される難局の一点として指摘 していた事項である. 12)

筆者はこれについてこう認識する.たしかに,1980年代における単年度ベースでの財政赤

字は解消された.これは,支出削減努力が実ったことや,好景気がもたらした税収増大によっ

て,財政黒字に転 じたからである.これによって1980年代のアメリカ経済を特徴づけた ｢双

子の赤字｣の一方は消えたわけである.この点におけるアメリカの公的筋の努力は評価され

なければならまい.1980年代以降の支配的思潮を特徴づける ｢小さな政府｣を目指 した積極

策が効を奏 したものだと言わなければなるまい.それと,好景気による税収の増大が寄与 し

たのである.

ll)RobertRubin,"whenprosperityleadstocomplacency," FinancialTimes,Feb.4,

2000.ひとつ付記すれば,ゴールドマソ･サックス会長,財務長官を経て,シティグループ会長

という要職に就いたルーピソの経歴こそ,コロソビア大学教授のバグワティが喝破した ｢ウォー

ル街一財務省複合体｣ (FweignAffairs,May/Jun.1998.)の典型であろう.

12)この点に関して,これまで筆者は,拙著 『金融の時代』 (日経BP社,1999年),および拙稿

｢米ドル問題が再び国際金融界の波乱要因になる｣『ェコノミスト』2000年 1月4日･11日合併

号,さらに拙稿 ｢国際通貨システムにおける日米欧の位置｣ 『立命館経営学』38巻 5号 (2000年

1月)のなかで拙論を主張してきた.併せて参照されたい.
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ただ し,これも米国債発行残高で見れば,過去の財政赤字の累積残高は1999年9月時点で

5･6兆 ドルであり,市場性のある米国債残高だけでも,そのうち3.2兆 ドルを占めるほどに巨

大であることも忘れるべきではない.そのうち,形態別内訳は,長期性国債 (ボソド)は20

%,中期性国債 (ノー ト)は57%,短期性国債 (ビル)は20%という具合である (いずれも,

市場性証券に限ったもので,99年 9月残).その保有者別内訳は,海外 ･国際機関が最大の

保有者であるが33%を占める･次いで,機関投資家27%,連銀12%,州 ･地方政府 7%,貯

蓄金融機関7%という具合である.その70年間にわたる総残高の対GDP比 (図3参照)を

見ても,1990年代に頭打ち (若干の残高減少)になったものの,高水準の残高が続いている

ことは間違いない･たしかに,1940年代後半にピークアウトして以降は減少傾向にあった国

債の発行残高が, ｢小さな政府｣を標摸 して登場 したレ-ガソ政権の1980年代に猛烈なテソ

ポで伸びていることが分かる.それが,90年代には伸び率に歯止めがかかり,そ して減少に

転 じたわけだから,その政府財政黒字化の所産が窺われる.とはいえ,一方では, ｢大きな

政府｣の登場 した時代として記憶される1930年代よりもはるかに大きな発行残高水準である

ことも確かなのである.13)

ただし重要なことは,貯蓄率の低下に随伴 して,民間の金融収支の赤字が急増 したことで,

1939 1959 1979 1999

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

(荏)1999年の数字は上半期

(資料)U.S.DepertmentoftheTresury;U.S.DepertmentofCommerce.

(出所)FederlalReserveBulletin,Dec.1999.

図3 米国債残高の対GDP比 (1930年-99年)

13)データは,"TheTreasurySecuritiesMarket:OverviewandRecentDevelopment,"
FederalReseM Bulletin,Dec.1999参照.
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80年代とは別種の ｢双子の赤字｣が発生していること (図4参照)を忘れるべきではない･

もちろん,もう一点は経常収支赤字である.民間の金融収支とは何か.

その原理を示せばこうなる.一国経

済を流通する商品価値の供給サイドに

着目すれば,商品供給量は,国内生産

物+輸入との総計である.それに対す

る需要量サイ ドは,家計消費需要+企

業投資需要+政府支出+輸出,である.

需給バラソスがとれているとすれば,

前者の供給量は,後者の何らかの需要

経路に吸収されていくことになる.も

ちろん現実には前者の供給と後者の需

要は一致するわけではなく,前者の供

給がどの程度後者の需要によって受容

されるかどうかが現実の経済の実態で

あり,その受容度合いの伝達指標こそ

が市場価格にはかならない.

また,国内生産物を付加価値に分塀

すれば,何らかの所得に分類される.

国内生産物-消費+貯蓄+租税,とな

る.そこで,これを前式に挿入すれば,

t 民間

一公
2%

-1%

ー3%

｢4%
1993 1994 1995 1996 1997 1998(辛)

(出所)拙著r金融の時代J日経BP社,1999年

(資料)BankofEngland,QuarterlyBulletin,Åug.1999.

図4 アメリカの金額収支 (GDP比%)

消費+貯蓄+租税+輸入-家計消費需要+企業投資需要+政府支出+輸出,となる.かくて,

輸出一輸入- (貯蓄一投資)+ (租税一政府支出)となる.換言すれば,経常収支-民間の

貯蓄投資バラソス+政府の貯蓄投資バラソス,ということになる.

政府の財政収支が黒字に転化しても,民間の金融収支 レベルでは,投資が貯蓄を上回ると

いうことになる･民間の投資をファイナンスする貯蓄不足だということになる.やはり,国

民経済全体の貯蓄投資の不均衡は,公的筋から民間 (企業+家計)に移っただけで,継続 し

ているということになる.先に見たサマーズの論説が,アメリカ経済の問題点として挙げた

倹約精神の重要性とは,この貯蓄を生み出す国内メカニズムの機能不全ぶりに政策担当者と

して警鐘を鳴らしたものである.

視点を変えて,図5を参照されたい.80年代には6%前後を推移していた個人貯蓄率が90

年代には大幅に低下 したことは一目瞭然である.だが他方は,可処分所得に対する純資産比

率が90年代後半以降に急速に上昇している.この二つの関数の相関関係を米FRBはこう説

明する.
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(注)資産所得比率とは世帯別可処分所得に対する世帯保有純資産の比率

(出所)FederalReserveBulletin,Aug.1999.

図5 アメリカにおける貯蓄と資産

｢近年における貯蓄率低下の多くは,家計における可処分所得に対する純資産比率の急上

昇によって説明されうる.そして,1995年以降における家計保有の株式資産の高騰と関連す

る家計における純資産価値の上昇は,現在の所得が許容するであろう水準を上回る消費支出

手段を家計に付与 してきた.だからこそ,1999年前半に株価が上昇 した折 りに,可処分所得

に対する貯蓄不足が起こったにもかかわらず,所得に対する資産比率がじりじりと高騰 し続

けたのである｣14)

賃金収入が伸び悩み,貯蓄に回す余裕資金が枯渇 しても,いわゆる資産効果によって,秩

式投資に回している累積資産が増大 しているがために,資産/所得比率は上昇 しているわけ

である.所得が伸びた結果として貯蓄が貯まり,資産が累増するという経路が通常の資産形

成のイメージだが,所得の伸びが停滞 しているにもかかわらず,金融資産は累積 し,その対

所得比率が上がり続けているという関係がアメリカ社会なのである. したがって,先に見た

図 1にあるように,一方では可処分所得に対する家計債務が急増 しているにもかかわらず,

資産一債務である純資産は増大 しているわけである.債務の伸びを上回る資産の伸びが続い

ているからである.しかし,これは資産価格が上昇する限りでファイナソス可能なのであっ

て,一旦資産価格が暴落すれば,債務超過家計が続出するであろう危険性と隣り合わせだと

いうことを忘れてはなるまい.それは,1990年代に地価が暴落するなかで,債務超過家計が

続出した日本社会を思い出せば,十分に予想できることである.

14)`̀MonetaryPolicyReporttotheCongressonJuly22,1999,"FederalResen好劫Iletin,

Aug.1999.
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民間債務のもう一つの担い手は企業である.非金融企業の税引き前利益は1990年代に入っ

て歴史的高水準を続けている (図6参照).1980年代には経営に坤吟 していた時代とは明ら

かに異なった利益水準の好調さが90年代に続いたことは間違いない.他方では,先に見たよ

うに,民間の貯蓄投資バラソスはマイナスに転落 した推移が示すように,貯蓄過少だという

ことがある.

1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998

12

10

(注)1999年第1･四半期

(出所)図5に同じ

図6 アメリカの非金融事業法人の税引前利益 (対GDP比)●

利益と借入 (銀行借入と債券発行)と株価との関係について,米FRBは,企業の借入に

対する需要が,株式残高の純減によって拡大され,株式買い戻 し額が株式発行額を上回った

からだと説明する.結果として,アメリカの企業は,社債やコマーシャル ･ペーパー発行を

通 じた巨大な借入を相当なテンポで増や し続けたわけである.15)

社債発行によって巨大な資金を得た米系企業は,それによって,自社株の買い戻 しを行い,

それによって,株式の需給関係を供給削減にシフトさせることによって,株価高騰を狙 うわ

けである.この動きは1980年代後半の日本のバブル時とは異なる展開である.当時の日本社

会では,エクイティ･ファイナソスがブームを極め,株式の時価発行によって,あるいはワ

ラントや転換社債といった株式関連債券の発行によって,続々と株価発行増大を続けたので

ある.そのことは,株式需給という点から見れば,明らかな株価押 し下げ要因だったにもか

かわらず,持ち合いによって,株式の流通量が発行量に比べれば抑えられがちであったがた

めに,株式供給増大にもかかわらず株価の急騰を経験 したわけである.そこで,当時の日本

の株式需給と,今日のアメリカの株式需給を比較すれば,今日のアメリカの株価高騰に相対

15)laid.,pp.536-537.
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的健全性を見る見解が出て くるのは当然でもある.英エコノミス ト誌16)によれば,1998年に

アメリカの非金融事業法人が行った4,000億 ドルもの借入のうち,半分以上を自社株の買い

戻 し資金として使ったと指摘 している.

このようなアメリカの金融過熱ぶ りは,基軸通貨国だという重要な一点を除けば,アジア

通貨危機における資本流出入の経験とその帰結が教える教訓から学ぶことがあるように筆者

には思える.なぜならば,両者は,海外からの短期資金の流入によって金融の過熱が支えら

れているという点ではまった く同一だからである.

企業も家計も借入によって,株式を買い増すという行為によって,株価高騰に伴 う資産累

積が支えられているということは,一旦株価暴落が起これば,債務累積返済に追い立てられ

ることを意味する.これはアジア通貨危機の際に,アジアのエマージングマーケット諸国が

味わった苦渋である.つまり,米 ドルを海外から低金利で借入れ,それを自国通貨 (たとえ.

ばバーツ)に転換 して,不動産や株式を購入 し,金融債務と金融資産の双方における累積を

経験 したわけだが,資産価格が暴落 した後は,資産は消え (大幅な暴落),債務超過の山だ

けが残ったのである.

たとえばタイ経済のバブルの崩壊過程を振 り返ってみよう. タイ経済における総国内投資

(GDP比)は,1980-84年の25%,1985-89年の30%に対 して,1990-96年には40-44%

を記録 し,過剰投資傾向にあったことは明らかである.さらに,この投資資金の多 くが海外

からの短期資金借入によって賄われている. しかも,バーツは米 ドルと固定で リソクしてい

たから為替 リスクも生 じない.国内市場で借 り入れれば13%以上の金利がかかるときに,海

外からは5-8%で借入れられ, しかも為替 リスクがないとなれば,当然,誰 もがこの海外

からの借入に群がった.

か くて,タイ経済の累積債務額は膨張の一途を辿った.1992年には400億 ドルだった対外

債務は,通貨危機の直前の97年 3月には800億 ドルにまで膨れ上がった.GDPに対する債

務比率 も,1990年の34%から,96年の51%にまで上昇 し,その債務総額の80%までもが民間

債務が占め,36%が短期債務であったから,いかに民間の借 り手が海外から短期資金を旺盛

に借 り急いだのかが容易に推察される.97年 8月にタイ中央銀行の発表資料では,タイは

900億 ドルもの対外債務を抱え,そのうち730億 ドルが民間債務で, うち200億 ドルが97年末

までに償還されなければならない債務だった.

しかもこのタイ債務がどのように使われていたかについて,デソマークの研究者ロウリド

セソ (LauridsS.Lauridsen)によれば,1993年 3月には2,640億バーツだった不動産業者

-の貸付額は,わずか3年後の96年 3月には7,670億バーツにも増大 して,そのうち45%が

金融会社から,54%が商業銀行からだったという. しかしながら,海外からの短期借入に支

えられた不動産投資 も,需要が冷え込むと,過剰に転 じた1996年の時点で,バソコクにおけ

16)Thekwmist,Sept.25,1999.
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る居住者用住居の空室率が25-30%,オフイス用の空室率が14%に達 していた.

このようなバブルで膨張 したバンコクの不動産を称 して,アメリカの経済学者 レスター ･

サロー (LesterThurow)はこう言った. ｢もしもサソフラソシスコの土地価格よりはる

かに高いバンコクの土地がなければ,バンコクの一人当た りの生産性はサソフラソシスコの

約12分の 1になって しまうような都市こそがバソコクなのだ｣と. 17)

特定の価格が債務によって支えられ,実勢を遥かに上回る高価格が維持されているといっ

た関係が続いているときに,融資が途絶えて資金が引き揚げられれば,価格が暴落 したとし

ても不思議はない.図7のように,1997年に見事に,アジアのエマージングマーケットから

の資金移動は純流出に転 じている.96年まで,好調なアジア経済を目指 して,先進諸国から

の資金が殺到 したが,これが突然に逆転 してしまったことは明白である.

10億 ドル

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

(注)アジア5カ国とは,タイ,マレーシア,インドネシア,フィリピン,韓国

(出所)TonyMakin,"TheGreatEastAsianCapitalFlowReversal:ReasonsAndRamifications:'TheWorld

Economy,Vol.22,No.3,May1999.

図7 アジア5カ国の民間資本取引 (純流出入)

このときに,流出 した外資系資本に焦点を当てれば,通貨や土地を売 り叩いた外資系資本

の行為が批判 されるし,逆に,バブル (実勢を遥かに上回る市場価格)を招いたアジア経済

の状況そのものに原困があると認識すれば,アジアの後進性批判に矛先が向かうことになる.

17)LauridsS.Lauridsen,`̀Thailand:Causes,Conducts,Consequences,"editedbyJomo

K.S.,TigersinTrouble,HongKongUniv.Pressandothers,1998.
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えてして,前者は ｢陰謀論｣と呼ばれ,後者はアジアのエマージ･ソグ･マーケットを ｢クロー

一 ･キャピタリズム｣だと認識 しがちになる.

このような二つの議論を二者択一的に見れば,二つの関連が分かりにくくなるが,筆者は,

この二つの関わりこそが重要だと認識 している.外資の短期資金が利鞘を求めて,タイを始

めとするアジアのエマージソグ･マーケットに流入 したのは紛れもない事実である.その外

資の短期資金は,株式や不動産の購入に向かって,r株価や地価を押 し上げたが,そのことは,

バブ ルと外資が関連することを意味 している.バブルというエセージソグ･マーケットにお

いて醸成された価格高騰は,先進諸国からの資本流入がなければ維持されなかったのである.

これを考慮すれば,バブルの醸成は,アジアが ｢クローニー ･キャピタリズム｣だからとい

うだけで引き起こされたわけではなかったはずである.むしろ,実勢を無視 した価格高騰を

煽ったのは,多分に,金融自由化措置によって投機行為に殺到 した海外からの短期資金の沸

騰だった.もちろん,それは,それらを借 り入れる国内の不動産業者や株式投機家といった

諸々の国内業者と関連 していたという限りで,海外要因と国内要因は絡み合っていると見な

すべきであろう.

Ⅳ 第 2のアキレス健/貧富の格差

どこの国にも,その国特有の構造というものがあり;その歴史的性格が ｢国がら｣という

文化や風土というものを形作る.社会システムというものは,そのような ｢国がら｣の歴史

的所産である.アメリカには ｢アメリカ的なるもの｣というアイデソティティがあるが,そ

れは ｢アメリカン･ドリーム｣と言われる公開された機会均等によって,誰 もが競争に平等

に参加できるということである.それは,アメリカがヨーロッパという縛 りから脱出するこ

とによって新たに作 り上げられた社会だからである.日本社会のように,平等と言えば,ひ

とえに結果平等を意味する社会とは違 う.

したがって,アメリカ経済を ｢一人勝ち｣社会だと言っても,そのことがただちに社会問

題になるような背景は,日本社会とは異なって小さいと言うことができる. しかしながら,

あまりにも大きくなった格差は,機会均等というアメリカ社会のアイデンティティが犯され

る可能性を強めているのではないか.この点に,~ァメリカ人の多くが危倶するポイソトがあ

ると筆者は認識 している.そして,その点は,アメリカとアジアにおけるバブル醸成の背景

には,見逃すことのできないもう一つの共通点でもある.

それは,富の二極分化である.アメリカが ｢一人勝ち社会｣と評されるときのイメージは,

マイクロソフトのビルゲイツ氏やGEのジャック･ウェルチ氏が経営者としての力量を評価

される一方で,金融資産ゼロだという極端な貧困層の問題に象徴される.一般消費者層でも,

株価高騰に沸 く投資家層の光景が報道されている傍ら,大都市にたたずむホームレスやダウ
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ソサイジソグによって解雇通知を受けた旧中堅の労働者の一群がいる.バンコクでも,都市

の中心部に高層で高級なコソドミニアムが林立 し,不動産投資や株式投資に熱心だった中産

層が広がったが,一方の川沿いには生活苦に職ぐスラム家族が集まる.

ここには,アメリカ経済の ｢復活｣が決 して手放 しでは喜べない側面があることを教えて

くれる.1999年の大統額経済報告でも,貧困問題は大きな頁を割いて報告された.その大筋

が貧困の克服が進んでいることに力点が置かれてはいたが,提出されたデータを読む限 り,
▲

アメリカ社会における人種間の貧困が意外に大きいこと,さらには割合に裕福だと思われが

ちな白人のあいだにも,貧困問題は広がっていることを教えてくれる.

もちろん,確定貯蓄型の年金 (401K)によって,年金の掛け金がMMFを媒介に株式市

場に流入 し,その結果,好調な株価を反映 して大きな果実が入手できるという期待から,貯

蓄を削ってでも消費性向が高揚するという局面も続いている.だが,それは,生活の将来が

好調な株価が継続することを前提に成立 していることを窺わせる循環である.

ここで注意すべきは,アメリカの個人が間接金融よりももしろ直接金融に向かうのは,けっ

して リスク感覚が日本人を上回るが故ではないことである. リスクテイク社会の到来を詣い

あげ, 日本人に リスクテイク感覚が希薄であることに警鐘を鳴らしたのは, 『経済白書』

(平成11年版)だったが,アメリカ人が株式投資に熱心なのは,その リスクテイク感覚が豊

富だからではなく, リスクをほとんど考慮せずとも,株式投資に熱中できたということが大

きく作用 している.なぜならば,年率の収益性が10%どころか30%や40%もあるMMFの前

には,どんなリスク感覚も不要だったにちがいないからである.逆に言えば,日本社会の90

年代において,そのような株式投資が奮わなかったのは,ひとえにリスクがあまりにも高す

ぎたからである.

しかしながら,アメリカの最大の問題は,それほどの株価好調を牽引 した一連の情報ハイ

テク企業が雇用においてはまったく奮わなかったことである.コソビュータのOS(オペレー

テイソグ･システム)を席巻するマイクロソフト社はわずか27,055人,イソテルも64,500人,

デル ･コソビュータは24,400人といずれも少ない.アメリカの旧来型の リーディング企業が

いずれも何十万人という巨大な雇用を創出していた光景とは,明らかに異質である.いまで

も,GMは594,000人,ダイムラー ･クライスラーは441,502人,フォー ドは345,175人を数

える.いやそれだけではない.ローテクを代表する流通に従事する小売 り業界も多 くの雇用

を作 り出 している. ウォルマー ト･ス トア910,000人, シアーズ324,000人,Kマー ト

278,525人である (いずれも1998年の数字).18)

この株価と雇用のミスマッチをどのように考えればいいのだろうか.-イテク企業は株価

を支え,ローテク企業は雇用を支えるという関係は,健全な経済環境を作 り出していると言

えるだろうか.-イテク産業に比べてローテク産業は賃金が低い.賃金の低さを株価でカバー

18)FbriuM,Åug.2,1999.
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できる限りは,不満が和らぐものの,一旦株価が暴落すれば,社会的な欲求不満が爆発する

ことを示唆 している.換言すれば,株式投資に熱心なアメリカ人の大半は,マイクロソフ ト

やイソテルやデルといった情報-イテク企業に対 して,･そこから雇用されるということより

も,むしろ年金や投信をそういった好調な企業株に投資するという関係にあるわけである.

1920年代の ｢新産業｣の代表格である自動車工業に,90年代のイソタ-ネットは経済社会

的影響力という点では匹敵するものの,雇用という点からすれば,ほとんど取るに足 りない

ものでしかない.自動車にせよ電機にせよ雇用は巨大であり,自動車生産という投資需要と,

労働者を雇用 し,支払い賃金を通 した消費需要によって,経済社会の鍵となる産業へ浮上す

ることができたわけである.だが,現代の情報-イテク産業はそのような自動車や電機といっ

たこれまでの巨大産業とは異なる.雇用ではなく,資産運用を通 した株価や,あるいは情報

によって,多くの人びとに影響力を及ぼしているからである.

経営者にしろ,通常の報酬は別として,ここ10年あまりの経営者所得の特徴は,ストック･

オブショソに代表される ｢その他所得｣が増えたことである.これは,あらかじめ決められ

た価格で自社株を購入できる権利(ス トック･オブショソ)の付与だが,会社の株価が上がれ

ば上がるほど,自社株保有動機は増 し,それによるキャピタル ･ゲイソも得ることができる.

ここには,先に指摘 した債務による自社株帝人による供給量削減と併せて,自社株保有に

よる需要増大を刺激 し,ともに株価押 し上げ要因を形成 していることが分かる.

だが,-イテク企業株のキャピタル ･ゲイソにも与することができず,さらにはローテク

企業に働 くために低い賃金を甘受せざるをえないような膨大な数の労働者は, ｢ニュー ･エ

コノミー｣の恩恵を受けているのだろうか.

ワシソトソDCの戦略国際問題研究セソタ-で上級研究員を務めるエ ドワー ド･ル トワク

は,そのようなアメリカ経済をつぎのように表現する.

｢大手の小売りチェーンやファース ト･フー ド･チェーソでは,最低賃金で働いている従

業員が多く,それ以外の従業員の賃金もそれほど高くない.一握 りの経営幹部だけがきわめ

て高い報酬を得ている.----消費者の多くが賃金の高い製造業での職を失い,低賃金の小

売り業やサービス産業で雇用されるようになれば,成長はおろか,■生き残 りさえ難 しくなる.

----コソビュータ化とグローバル化が進む自由市場で,規制などのあらゆる障害が取 り除

かれるとともに,就業できない下層階級が生まれつつある.工場やオフィスで効率化が進み,

定例化された事務作業が自動化されるにつれて,真面目で落ち着いていて勤勉だが,スキル

のない者は職がなくなり,下層階級に追いやられる.スキルのない移民によって下層階級が

増加する場合も多い｣19)

景気循環を脱 した ｢ニュー ･エコノミー｣,競争力の強い情報ハイテク企業,世界から投

資が集中するアメリカ市場,開放性ゆえに世界の輸入を引き受けるアメリカ市場等々,アメ

19)エ ドワー ド･ル トワク著,山岡洋一訳 『ターボ資本主義』TBSブリタニカ,1999年.
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リカ経済の好調 さを強調 した議論が席巻するなかで,その影の部分を強調 したル トワクに連

なる議論はかれ一人にとどまらない.資本は巨大になり, コソビュータで情報は世界を駆け

め ぐり,そ して株価高騰を享受する投資家は膨れ上がったものの,経済社会を支えるはずの

中堅の消費者 ･生産者とい う一群から,活気が失せているとすれば,それはどう見て も健全

な経済だとは言えない.アメリカ経済の抱える最大の問題はここにある.なぜ最大だと言え

るかは,それが,アメリカ社会における長年のアイデソティティだった ｢アメリカソ ･ドリー

ム｣という横会均等性を奪 って しまうことになりかねないからである.アメリカとい う社会

は, ヨーロッパという旧体制に抑圧 され,その抑圧に苦 しむ ことを海外脱出で克服 したチャ

レソジソグな野心溢れる人びとが作 り上げた国家であり,だからこそ,誰に対 しても門戸を

開放することによって,機会均等の自由を保証することを自己諒解 としてきた国家である.

そのようなアイデソティティの崩壊につながりかねないような事態の進展は,国家の存在意

義に対する挑戦で もあるにちがいない.

所得階層を構成比 (百分比)に分け,上位25%の所得階層 (上位の中産階層)に属するの

所得が,下位25%の所得階層 (下位の中産階層)の所得の何倍かを表 した図 8によれば, こ

の4半世紀の間に,前者は後者の2.4倍程度にすぎなかった (1973年)所得格差が,97年の

3倍にまで広がったこと (家庭所得の比較),および男性の週給の格差 も開いていることが

わかる.家庭所得 も,男性週給で も,所得分頬が上位になればなるほど,この20数年間の所

得の増大は顕著であ り,所得が下層になればなるほど所得の落ち込みは顕著である.か くて,

所得格差の拡大は,中産階層のなかの格差を広げ, ｢一人勝ち経済｣の様相を強めたのであ

る. ミシガン大学教授のシェルダソ･ダソジソガ-は, この背景に,ハイテク産業のブーム

によってスキル労働への需要が高揚 したのに対 して,国際競争力増大による低スキルの労働

力価値が自動化によって停滞 した り,途上諸国からの移民労働によって代替 されるために大

幅に低下 したことがあると言 う.20)

V アングロサクソン型は勝利 したのか

アメリカ経済をニュー ･エコノミ-だと呼ぶとき,景気循環を脱 したほどの株式市場の過

熱ぶ りから,その中心を担 うマイクロソフ トやイソテル,あるいはデル ･コソビュータに代

表されるような情報-イテク産業の華々しい席巻ぶ りに目を奪われやすい.

ところが,一方では,アメリカが世界最大の債務国であ り,海外からの資金流入に事欠 く

ことがあれば,高騰 した株価維持がままならないことが予想 される.だからこそ,1920年代

のブームの再来が1929年の大恐慌に帰結 した推移と同様の展開を辿 る懸念に心を奪われるの

20)SheldonDanzingerandDeborahReed,"WinnersandLosers/TheEraoflnequality

Continues,"&ookingsRem'ew,Fall1999.
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の.下図は各所得層の所得 ･賃金の伸び率.

(出所)sheldonDanzingerandDeborahReed,"WinnersandLosers/mleEraof

lnequalityContinues:'BnookingsRevL'ew,Fall1999.
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図8 所得格差の拡大

である.そこから出て くる結論は,当時のブームを牽引 した自動車産業も,29年の大恐慌は

免れなかったのである.その延長線上に,現在の情報産業と言えども例外ではないという推

測を経験則として成立させる.ガルブレイスが資本主義の性格は変わらないと喝破すれば,

ルービンは慎重に言葉を選びながらも,市場 リスクに警鐘を鳴 らしている.いかなる楽観論
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者でも,ありうるリスク予想から完全に解放されることはない.

さらには,アメリカで広がる所得不平等も筆者の気になるところである.なぜならば,そ

れは ｢アメリカソ･ドリーム｣というアメリカ社会のアイデソティティを危 うくする危険性

を有するからである.アメリカ社会を特徴づけてきた ｢アメリカなるもの｣は,出自を問わ

ない多くの人びとに門戸を開放することによって,一国としての自意識を醸成 してきた国家

-である.そのことが壊れるということは,社会の自負が危 ういということである.

たしかに, ｢一人勝ち社会｣-の批判はヨーロッパや日本と比べればそれほどでもない.

しかし,それは機会均等が保証されている限りで受容される認識ではないだろうか.さらに

は,一国のバブルを支える海外資金の流入が純流出に逆転するや否や,通貨や株価が暴落 し

てしまったという経験はアジア通貨危機で∴われわれが1997年に経験 したことだった.そこ

では,資金の流出と通貨 ･株価の暴落はみごとに符合 した.そのような経験 も,われわれを

して,基軸通貨国アメリカといえどもそうならないという保証はない,と推測させるわけで

ある.

海外の貯蓄を吸収 し続けるアメリカが暴落に転じたときには,その被害はきわめて大きい.

そうならないような国際協調が繰 り返 し要求される所以はここにある. 日本のゼロ金利政策

の継続をG7が要求する背景はここにある.なぜならば, 日本のゼロ金利を嫌った日本の貯

蓄こそが,依然としてアメリカ市場を支える巨大な資金源だからである.

しかしながら,アメリカの政財界を覆う支配的空気はやはりそういった警戒感よりも,ア

ジア経済の破綻とアメリカのブームの継続という現実を総括する認識として,アメリカ型経

済システムに対する勝利気分がより支配的である.

グリーソスパン米FRB議長は,1998年 2月,米上院の外交委員会での証言でこう述べて

いる.

｢この10年間あまりにわたって世界が認識 した合意とは,ほかにいい表現がないのだが,

西欧的な自由市場資本主義モデルというものが,世界各国にとって経済運営を行う際のモデ

ル足 りうるということである.･---われわれは,1989年のベル リソの壁の崩壊を引き金に

して,中央計画経済から自由資本主義タイプの構造への雪崩れ現象を目の当たりにした.そ

して,アジアにおける競争力溢れる資本家システムだと現象された劇的で強力な成長もこれ

また同様だった｣21)

このグリーソスパソの言質に象徴されるような ｢アジア ･モデル否定論｣,換言すれば,

｢アソグロサクソソ･モデル肯定論｣はどの程度妥当性をもつのかどうかが,問われている.

アジアモデルがなぜ機能不全に陥ったのかという構造問題こそが重要だという問題を投げか

けた英ケソブリッジ大学教授のアジット･シソの反論は興味深い.

21)AjitSingh "'Asiancapitalism'andthefinancialcrisis,"editedbyJonathanMichie

&JohnGrieveSmith,Global/nstability,Routledge,London,1999,p.9.
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まず,よく非難 されがちな透明性の欠如に関 しては,元BIS･主任エコノミス トだった

アレクサソ ドル ･ラムファルシーがフイナソシヤルタイムズ誌に送 った書簡のなかで,いか

にアジア各国の債務事情が公表 されていたかを説明 した下 りを引 きながら,事実はディスク

ロー ズされていた ことを強調 している (この文面は以下 に公表 されてい る.Fl'nancial

Times,Feb.13,1998).

｢1996年夏におけるBIS報告によれば,1995年末の韓国, タイ,イソ ドネシア,マ レー

シアに対する銀行債権は2,016億 ドル.1997年 1月に報告 されたことは,1996年半ばに当該

数字は,2,265億 ドルに跳ね上が り,その半年後の1996年末には2,478億 ドルに増大 した.つ

まり, 1年間に23%の増大を見た, と. さらにはその債権の満期内訳 も公表 されていた.つ

まり,1996年夏の時点で, 1年未満に返済期限がやって くる銀行債権は,韓国で70%, タイ

で69.4%,イソ ドネシアで61.9%,そ してマ レーシアではわずか47.2%だった｣22)

ここに挙げているシソの反論の意味合いは,アジア通貨危機の要因だとして欧米の通貨当

局や識者から指摘 されがちのアジア諸国の金融情報の開示不足問題について,実際はどこの

国にどのような返済期 日の資金をどの程度抱えていたかといった情報は定期的に公表 されて

いて,けっして開示不足だという批判は当たらないということである.

さらに,非生産的な不動産部門に過剰貸付がなされたことがアジア通貨危機を醸成 した原

因だという批判に対するシソの反論 も辛妹である.

｢もしも金融 自由化の過程において,韓国や タイのような諸国の政府が,金融セクターや

事業投資活動に対するコソ トロールを放棄 しなかったならば,そのような過剰投資や資源配

分の過ちは起 こらなかっただろうと言えば, IMFの批判はまさに妥当である.実際,金融

自由化措置を採用するまでは, タイ政府は不動産部門向け投資を規制 していたのである. し

たがって,表面化 した脆弱性の露呈に対 して直接的な責任を負 うのは,アジアモデルそのも

のではな く,その本質的部分を放棄 したことである｣

さらに,シソは,東南アジア諸国とイソ ドの経済的ファソダメソタルズを比較すれば,イ

ン ドがはるかによくないにもかかわらず,この間通貨危機に陥 らなかったのはなぜか,と問

いかけ,こう応えている.なぜならば,イソ ドは,海外借入を政府の許可な く行 うことはで

きない し,非居住者がイソ ド企業の株式に投資する自由は許可 されてはいるものの,過半を

所有することは許可されてはいないからである.つまり,規制 された金融 自由化のおかげで,

海外からの投機的攻撃を免れているからである,と結んでいる. 23)

もちろん, ｢アソグロサクソソ勝利｣気分がワシソ トソの通貨当局やニューヨークの金融

ビジネスの最前線を覆 うなかで, これだけの ｢アジアモデル｣擁護の反論に耳を傾けるのは

意義のあることである.なぜならば,つねに少数派の認識 こそが,次代の思潮を形成する土

22)laid.,p.25.

23)1bid.,pp.25-28.
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額を有するからである.

1929年の大恐慌をつづったノンフイクショソ作家のG･トマス&M ･モーガソ-ウィッツ

は,その長い分析をつぎの言葉七結んでいる.

｢株式市場は 『前例を見ないほど大規模にして強靭な経済繁栄』の前夜にある,と考える

人もいる.これらの言葉で気になるところはただ一つ,以前に同じ言葉が使われたことがあ

るという点である.それもアメリカが死んだ前夜に｣24)

アソグロサクソソ型の勝利に酔 う気分が席巻するなかで,警戒を呼びかけるガルブレイス

の言質を例外として,ワシソトンやニューヨークの支配的気分はアメリカ型システムに対す

る圧倒的な楽観論で占められている.にもかかかわらず, ｢第二の大恐慌｣近 しという警鐘

が1997年夏を境にあっという間に危機の伝染に逆転 したメカニズム,さらには1980年代にお

けるバブルから転落 したジャパンマネ｣が90年代の ｢失われた10年｣に転落する経験からも,

目を離せないからである.

もちろん,この最後に引いたG ･トマス&M ･モーガソ-ウィッツの著は1979年に書かれ

たもので,それ以来,1987年のブラックマソデーを例外にして深刻な恐慌は起こらなかった

ではないか,と一笑に付すのも可能かもしれない.あるいは1987年の暴落にせよ,ウォール

街は一日に22%の暴落率を経験 したものの,その後の戻 しは速かったし,PERが30倍を超

えたいまでも,暴落予想は多 くはない.にもかかわらず,本稿で指摘 したように,他面で累

積するさまざまな問題群を根拠に,ウォール街の良く言えば調整局面の到来を,語気を強め

て言えば暴落予想から,われわれは依然として解放されない.なぜならば,筆者は, ｢歴史

は繰 り返す｣のではないかという懸念を,歴史的経験則から言って,払拭することは容易で

はないからである.

(2000.2.15.受理)

24)G ･トマス&M ･モーガン-ウィッツ著,常盤新平訳 『ウォール街の崩壊 下』講談社学術文

庫,1998年 (原著は1979年発行),350頁.




