
アメリカ発世界金融危機の構造的背景

安 保 哲 夫

１ はじめに

最近、学会や大学からの依頼で、アメリカ発

の世界金融危機の現局面について報告をする機

会があった。退職の一文を寄せた本誌に、その

一部を掲載させていただくことにした。

本小論は、韓国釜山の東亜大学校、Dong-a

University、で２００８年４月２５日に開催された同

大学と韓国貿易研究学会（Korean International

Trade Study Association）の共催によるシンポ

ジウムにおいておこなった、下記のスピーチを

基にしている。それを同学会が刊行するに当た

り、その内容を文章化・整序するとともに直近

の情報を組み込んで更新したが、本稿はその一

部（「アメリカ発世界金融危機」の部分）を取り

出したものである。またこれは、そのレジュメ

の段階で、同年６月２４日に立正大学経済学部に

おいて講演した際にも使われており、その時に

参加された方々との議論の内容も一部反映され

ている。記して感謝したい。

“The Influence of the American Financial Cri-

sis on the East Asian growth triangle and the

Japanese-Korean Economic Cooperation”

２ アメリカ発世界金融経済危機の特徴と

現局面

２－１ 現アメリカ金融経済危機の深さと異例さ

―二律背反的“スタグフレーション”

（stagflation）現象の人類未経験の深

刻さ―

それは、一方で、第２次大戦後最大の世界規

模の金融危機であり、底なしの信用収縮、株

価、ドルの低落傾向などに見舞われながら、他

方では、原油、金など希少資源、食料などの価

格の史上最高値が次々と更新されるという、経

済現象としてははなはだ矛盾した厄介な形“ス

タグフレーション”として現れている。（以

下、図１～図４を参照）

このスタグフレーションは、周知のように、

第１次石油危機（１９７３年～）後に発生した物価高

騰とデフレーションの併存という複雑な現象を

示す造語として使われたが、今回のそれは、当

時のものと比べてはるかに複雑でグローバルな

広がりをもち、深刻である。

ことに金融危機で深刻なのは、アメリカの住

宅金融関連のサブプライムローン問題だけでは

ないことである。一般には、もっぱらこの問題

の波及形態として論じられている。しかしさら

にその背後に、まず未曽有の内外累積債務な

ど、１９８０年代以来の借金体質、そのもとで繰り

返されてきたアメリカ経済全体にわたる投機的

バブル化とその崩壊、そしてその結果としての
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債務の雪だるま式膨張が進行している点があ

る。したがってドル大暴落の恐れがあり、信用

危機救済のための大金融緩和策がとりにくいの

である。

さらにいまひとつ、より根本的なものとし

て、エネルギー・諸資源、食料など価格の異常

な高騰に示されているような、先進国と新興国

のバブル的需要肥大化に対する地球資源の供給

制約という構造的な大問題があるのである。投

機資金はこれにつけ込んだ加速要因である。こ

れらが相まって一般物価への波及が進行し、大

インフレの恐れが顕在化している。さらに注目

すべきは、こうした物価高騰が、地球的資源の

供給制約という点で地球温暖化など環境問題と

図１ ニューヨーク株価指数と対ユーロドル相場

出所：http : //finance.yahoo.com/
(Dow Jones (DJI), Nasdaq (IXIC), S&P500 (GSPC), US Dollar/EURO (USDEUR))

図２ 原油価格（WTI）の歴史的推移

出所：www.oilnergy.com（Plains All American Pipeline, L. P.）のデータより
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図３ 金価格の推移（USドル／オンス）

（ニューヨーク金決済価格―過去５年間）

出所：www.kitco.com

図４ 銅価格の推移（USドル／ポンド）

（銅スポット市場月平均価格―過去５年間）

出所：www.kitco.com
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同根である、ということである。

以上のような意味で、現在進行しつつあるア

メリカ発の世界金融経済危機は地球的な危機の

側面をもっており、人類史上の一大転換期とし

て位置づけられると考えられるのである。

２－２ 歴史的背景

―人類未経験の３重の構造的危機―

こうして、現在の世界が直面している人類史

上の一大構造的危機には３つの主要側面がある

と考えられる。

a） パックスアメリカーナ体制崩壊の最終局

面

その一つは、パックスアメリカーナ体制崩壊

という世界の中心国交替に伴うものである（筆

者のいう「中心国論的アプローチ」による［安

保１９８３］）。それは、１９７０～８０年代初に現れた第

１次・２次石油危機と第１次スタグフレーショ

ンとともに始まった。これは、エネルギー・資

源の構造的供給制約の最初の発現であり、高コ

スト―デフレ要因を抱えた大インフレが生じ、

国際競争力の低下とともに、１９８０年代以降４半

世紀にわたる「双子の赤字」（経常収支と財政

の赤字）→内外債務累積の過程が続くことにな

る。１９８５年には対外債務国へ転落した（図５、

６参照、筆者は、２００８年９月現在４兆ドル以上

の対外累積債務と推計）。

b） IT・住宅―投資ファンド型大資産バブ

ルの膨張と崩壊

しかし、アメリカ経済の面白いところは、そ

のまま一路後退の道をたどるのではなく、１９９０

年代～２０００年代にいま一度 IT（情報通信）産業

が勃興し、これに合わせて「投資ファンド資本

主義」が台頭してきたことである。インターネ

ットによる第２次情報通信革命は（第１次は両

大戦間期の電話通信中心［安保１９８４］）、ほとん

ど誰も予想しなかったもので、アメリカの懐の

深さを示したが、投機性の強い投資ファンド主

導の経済「復活」が ITと住宅の２度のバブル

を押し上げ暴走させた。

この投資ファンド登場の背景には、８０年代末

の社会主義世界の崩壊に続くアメリカブッシュ

政権下の楽観的な市場原理主義―M&A投機の

盛況があり、度重なる資産バブルの大膨張をも

たらしたのである。その間には、９８年アジア金

融危機とヘッジファンド LTCMの危機、２００１

年 ITバブル崩壊、その対策としての超金融緩

和→０３年からの住宅バブル→０６年６月からの金

図５ アメリカの対外経常収支 １９９８―２００７年

出所：アメリカ商務省
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融引き締め→住宅バブル崩壊→２００７年９月～金

融緩和へ（FFレート引き下げなど）、という一

連の大きな変動があった。

c） 資源・環境の全地球的供給制約と“スタ

グフレーション”

そして、今回の第３次石油・エネルギー危機

は、まさにこのようなアメリカ主導の新興諸国

を巻きこんだグローバルな大バブルの中で極度

に強められたものである。次章でみるように、

８０年代以後の東アジア経済成長トライアングル

も、このアメリカの巨大なアブソーバー（ab-

sorber）機能なしにはありえなかったであろ

う。だがそれは、最終的には３度目のグローバ

ル・全面的エネルギー・資源の構造的供給制

約、そして二律背反的な第２次“スタグフレー

ション”現象、さらには全地球的な環境破壊問

題を、人類史的な問題にまで押し上げてしまっ

たのである。

２－３ 現局面の危機の構造と世界的波及

２－３－１ “スタグフレーション”の構造分析

以上の説明からもわかるように、現在のアメ

リカおよび世界の金融経済危機の構造を明らか

にする上で、スタグフレーション現象の実証的

理論的な解明は核心部分の一つである。

a） 特徴―二律背反の２側面

・インフレ現象―“上振れ”

今回のスタグフレーションの著しい特徴は、

エネルギー・資源関連品目、そして農産物の価

格が史上最高値を更新し続けたことである。そ

れは、一般に資産インフレ的な様相が強く、そ

の一般物価への波及は後れてきて、それが顕在

化し始めたのはアメリカでも２００８年に入ってか

らである。

ここで、なぜアメリカの一般物価上昇が遅れ

たか、簡単にコメントしておこう（世界的に

も、１９８０年代以降の“ディスインフレ”現象の

解明はなお残された重要な研究課題である）。

第１に、中国など新興工業国の「世界の工場

化」が急速に進展し、工業製品の超低コスト生

産が広がったことがある。次章でみる東アジア

経済成長トライアングルがその中心軸である。

先進国多国籍企業による技術移転と現地企業に

よるキャッチアップの競争・協調関係がかみ合

って、これが実現したのである。こうした‘made

in China’、‘made in Thailand’の中品質・低価

格製品が先進国市場に大挙流入したのである。

第２に、アメリカの大幅輸入超過を長年支え

図６ アメリカの純対外資産（負債）残高 １９８３―２００６年末

出所：アメリカ商務省
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たドル割高の構造がある。これの主因は、中

国、日本など東アジア諸国や産油国など、大幅

対米貿易黒字国からの継続的なドル還流であ

る。なぜそれが可能になったか。もちろん一方

にアメリカの楽観的な借金体質があるが、他方

対米黒字国側にも、安易な輸出依存志向から日

本の超低金利政策や中国の元安維持の為替管理

政策など政策的な対応の影響もあったのであ

る。加えてその背後に、弱まりつつあったとは

いえ、「国際通貨」としてのドルの“慣性”が

あったことは、いうまでもない。こうしてドル

割高が維持される限り、大量の低価格工業品輸

入に支えられて、一般物価水準の比較的安定が

長期に継続されたのである。しかしその結果

が、前述のような、取り返しのつかないアメリ

カの巨大な対外債務累積であり、その国内の累

積的バブル膨張であった。

・デフレ現象―“下振れ”

これまでのところ、最も深刻なデフレ現象

は、サブプライム問題に発する戦後最大の金融

収縮・信用崩壊の危機であり、住宅関係を中心

に金融機関の大型損失、企業倒産が相次ぎ、遂

には、市場原理主義のご本尊ブッシュ政権の下

で連邦住宅金融公社２社救済の公的資本注入が

避けられないという、皮肉な情勢にある。

こうした住宅バブル崩壊局面において、住宅

価格、地価はもちろんのこと、株価、ドル相場

も急激大幅で底がみえない下落傾向を示し（前

掲図１参照。ドルは０８年８月に入って上昇に転

じているが、長続きする条件はないであろ

う）、夏には企業倒産が急増している。

そしてこのような金融経済面の危機的状況は

次第に実態経済面にも波及しつつあり、売上げ

（特に住宅、自動車）、雇用、輸入など、大幅な

縮減傾向を強めている。自動車のアメリカビッ

グスリー各社が揃って赤字を出すなど、アメリ

カ経済は０８年夏には景気後退に入っていたとい

ってよく、さらに見通しのない不況の泥沼に入

り込む恐れも十分にあるであろう。

b） 基本要因

以上のような極めて複雑なスタグフレーショ

ン現象の要因として、供給サイド、需要サイド

の２面があるが、供給サイドの方がより重要と

考えられる。

・供給サイド

その背後にある最も基本的な要因は、アメリ

カ的エネルギー・資源多消費型産業構造に主導

されたグローバルな過大経済成長・バブル化が

作り出した地球規模のエネルギー・資源・自然

環境の構造的供給制約・ネックである。それ

は、単なる一時的な需給不均衡ではなく、地球

自然的なリサイクルシステムの基礎的な構造の

限界に迫ったものであるだけに、脱化石燃料を

可能にするような、一大技術革命かまたは人類

の生活スタイルの根底的な変更かがなければ、

根本的な解決策はないであろう。

この供給制約は、エネルギー・資源価格の高

騰はもちろんのこと、諸原材料価格上昇を通じ

て物価体系全体の底上げに波及し、硬直的物価

押し上げ要因となって諸生産物の高コスト構造

を作り出し、恒常的な利益圧迫要因となる。景

気循環論（business cycle theory）でいえば、こ

れは、短―中期の好況最終局面で景気過熱化に

より労働力、原料・資材、土地など、短期間に

は再生産しにくい生産諸要素の供給制約により

一時的に高コスト状況が現れ、収益圧迫と物価

高騰が生じる局面に対応する。この場合は、そ

の後金融引き締めによる物価下落―企業倒産―

恐慌・不況を通じて過剰蓄積が整理・調整され

て、再生産条件が回復される（マルクス―宇野

恐慌論［１９７６］）。しかし今回は、それが構造的

に長期化し、地球大の現象になってしまい、循

環的な回復経路を見いだすことが困難になった

ということである。

・需要サイド

もちろん供給サイド要因だけでは、この２面

的な複雑な現象が起こりえないことはいうまで

もない。需要サイドの、それも異例に投機化し
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た巨大バブル景気が重なって、地球的な供給力

の限度を大きく越えて、需要が膨張した結果で

ある。

まずはアメリカの楽観主義的な借金体質が、

ブッシュ政権主導の市場原理主義により著しく

加速された。ことに２００１年の ITバブル崩壊と

「９．１１テロ」対策として、大規模減税とFRB

政策金利引下げによる超金融緩和状態の下で押

し上げられたマンモス住宅バブルが決定的であ

った。

さらにこの国内バブルにめがけて大挙流入し

続けた各種外資の需要拡張効果も極めて大き

い。この資金流入は、巨大な対米出超を持つ中

国、日本、ASEANから、そして肥大化するオ

イルマネーを持つ産油国からやってきて、大き

く膨れ上がっていった。いったん巨額の対米債

権を保有してしまうと、リスクはわかっていて

も、その引き揚げによる資産価値下落やドル下

落―為替差損発生の恐怖から、それに踏み切れ

ないという「呉越同舟」のジレンマに陥ってし

まうのである。

そして最終的には、アメリカのFRBや政府

はもとより、その跳ね返りを恐れる各国政府・

中央銀行の大規模な救済金融、金融緩和策によ

って、ますます需要の収縮は起こりにくくな

る。

ここで、アメリカを主な舞台として需要を膨

張させているといわれる「金余り」、「過剰流動

性」について、容易ではないが、その説明を若

干試みてみよう。たしかに、上記のようなさま

ざまな源泉を持った資金が、投資ファンドの活

動の増大にも加速されて、住宅、証券金融から

原油、食料まで、各種市場を渡り歩いてかなり

投機的に価格の騰落を引き起こしている。ただ

その際注意を要するのは、こうした浮動資金と

いえども信用の基本的なメカニズムから離れて

独立に動いているわけではないということであ

る。すなわち、資金の形成―融資・投資といっ

た金融の仕組みは、あくまでも財・サービスの

生産・流通といった実体経済との関連で動いて

いるのであって、「過剰流動性」なるお金のか

たまりが全く独立に存在して各市場を動き回っ

ているわけではないであろう。資本主義が成熟

してきて、金融資産として各種資金の蓄積が貯

蓄の形態で大規模に形成されてくると、それが

経済実体から離れて自由に動く余地が広がるこ

とは間違いないが、それにも限度があろう。そ

の貯蓄資金はまた新たな財・サービスの拡大生

産・流通を媒介するのに投じられるから、一方

的に溜まっていくわけではない。もしモノに見

合わないカネだけが膨れていけば、どこかでイ

ンフレを引き起こし、金融引き締めー信用収縮

を経て余剰資金は整理されることになる。この

インフレが、前述のように、８０年代以降はまず

資産インフレという形をとったから、しばらく

はきつい引き締め政策にもあわず、その間は

「過剰流動性」の活動が放置されたということ

である。最近資産インフレの一般物価インフレ

への波及が目だって来るにつれて（アメリカの

７月の卸売物価の対前年比上昇率は９．８％、小

売物価は５．６％）、その活動の余地は狭められて

くるであろう。

ともかく当面は、構造的な供給制約の下で需

要膨張が続くのであるから、“上振れ”現象は

容易に収まらず、しかし高コスト構造による収

益圧迫から“下振れ”圧力も強まらざるを得な

いのである。FRB、各国の金融当局は、大き

な副作用を覚悟することなしには利上げも利下

げもしにくいという、苦しいジレンマが続くこ

とになる。

３ 今後の困難な見通し

こうして、今後の見通しは、この人類史的な

難題に直面して、極めて困難なものになる。そ

れは目先の経済現象の変化や小手先の政策でし

のげるといった生やさしいものではない。ここ

まで来てしまうと、石油価格が大幅に下がると
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いうことは、実体経済に一大後退が生じた場合

である。さらに緊急避難的な減税や公的資金投

入で消費や投資、雇用が増えれば、株式市場な

どは一時的に回復するが、それによって結局、

需給逼迫のスタグフレーション・ジレンマは一

層厳しくなることを意味している。

以上のように、今回のアメリカ発の金融危機

はまさに「戦後最悪の危機」（前FRB理事長

グリーンスパン）であり、アメリカのFRB、ブ

ッシュ政権、EUの中央銀行（ECB）などは、前

例のない対応策を種々打ち出している。０８年３

月のアメリカ大手証券会社ベアー・スターンズ

に対するFRBの緊急救済融資（３００億ドル）な

どは、かって世界恐慌の最中１９３２年にできた制

度の初めての適用であり、“非常事態宣言”と

受け止められている。

現在の危機は、ある意味で３０年代のそれ以上

に対応が難しい面があると思われる。筆者の見

解では、３０年代の危機の最大の要因は、先に指

摘した３重の構造的危機のうちの一つ、資本主

義世界システムの構造的再編期のそれに対応す

るもの―パックス・ブリタニカ体制の崩壊から

パックス・アメリカ―ナ体制へ―といえるのに

対して（安保［１９８４］）、今回のそれは、スタグフ

レーションの極限状況という、地球規模の構造

問題を抱えてしまっているからである。景気変

動論（business cycle theory）でいえば、３０年代

の変動がコンドラチェフ（Kondratief）型だとす

れば、今回のはそれをも越えた人類初の経験と

いえるのではなかろうか。したがって、ブッシ

ュ政権がなお渋っている２つの政府系住宅金融

公社への巨額の公的資金注入に最終的に踏み切

ったとしても、そうした資金の量だけで解決で

きるような簡単な事態ではないといわざるをえ

ない（米連邦政府は９月７日、連邦住宅公社２

社の救済策として、両社とそれらが保有・保証

している約５兆ドルの住宅ローン債権を政府の

管理下に置くことを明らかにした。両社合計で

２０００億ドルの優先株購入枠を設定し公的資金を

投入していく）。ECBが８月末の時点でなお政

策金利４．２５％の引き下げに躊躇しているその背

景にあるのは、スタグフレーションのいま一つ

の面である根強い物価上昇圧力であり、しばら

くみなかった大インフレを呼び起こすことなし

に決定的な金融緩和策を選択することは、どの

政府、中央銀行も採れる状況にはないであろ

う。もっとも、ブッシュ政権とFRBのバーナ

ンキ理事長は、１１月の大統領選挙前の景気下振

れを恐れて、あえてこの金融緩和策のリスクを

犯すかも知れないが、それをやれば、直接に、

そしてドルの一層の低落を通じて間接的に、大

インフレを招き、それに対する急激な金融引き

締めが“オーバーキル”を引き起こすことは避

けられないであろう。

要するに、９０年代以降アメリカに主導された

世界の市場原理主義は、地球的な供給諸条件に

おける潜在余力の極限までバブル的な経済膨張

を続ける推進力になったのであって、これを修

復するのは並大抵のことではない。それは、地

球温暖化対策一つをとっても容易に理解できる

であろう。とすれば、このアメリカ発の金融危

機の火の粉を最小限にくい止めるには、世界中

の国や地域が相当な覚悟を決めてかかる必要が

あるのである。

戦後半世紀以上にもわたって基本的にアメリ

カ追従を続けてきた日本の政府・日銀は、なお

安易な超低金利・円安政策依存を止めないので

あろうか。現局面において超金融緩和政策を維

持することの問題は、たんに大インフレの危険

性だけではない。それは、アメリカ中心の対外

依存経済体質を温存して、国内経済の空洞化を

促進し、アジア諸国に対しても輸出の垂れ流し

による一方的依存関係を強める方向に作用する

であろう。

本稿では説明を割愛したが、その基になった

韓国KITSAの報告では、８０年代から東アジア

の経済成長を支えてきた「アジア経済成長のト

ライアングル（Asian Growth Triangle）」（Twu
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[1997], Abo [2000]）の構造が、２０００年代の最近

にかけて大きく変化して、最終アブソーバー

（吸収者）としてのアメリカの役割が大きく後退

し、東アジア主要国間の相互依存関係が強まっ

ていることを示した。こうした世界経済の構造

変化の中で、日本が東アジアの経済発展におい

てさらなる枢要な位置を占めていくためには、

いま少し内需主導の経済成長パターンを志向す

べきであろう。多少とも金利を引き上げ、円高

方向に導く金融環境は、当面確かに楽ではない

が、輸入依存度の高いエネルギー・資源の高騰

時代であり、日本企業の輸出競争力、その国民

が保有する世界一の貯蓄残高などの諸条件を総

合的にみれば、国内的にもリスクがより少な

く、アジアに進行しつつある相互依存的な経済

発展の方向に寄与しうる方向であるといえよ

う。 （２００８年９月定稿）
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［追記］

２００８年９月の本論文定稿の時点では、スタグ

フレーションはなお上振れ局面にあったが、

２００９年１月後半現在の校正の時点では、それは

全面的な下振れの局面に大転換している。そこ

で、若干の追記をおこなう。スタグフレーショ

ンにはこうした局面の急変が起こりがちだが、

今回は、肥大化したバブル大崩壊の当然の帰結

として、石油・資源関連価格が金を除いて大幅

反落に転じ、それがまた販売、生産、雇用、投

資といった実体経済の急収縮をもたらしてい

る。その限りで、スタグフレーションの２面性

は現象的には解消されたことになる。しかしそ

れで、上述のような、地球規模の構造的供給制

約を背景としたスタグフレーションの上振れ問

題―構造的高コスト要因―が解決されたとみる

ことはできない。

したがって、今後多少とも景気回復に向かう

動きが現れてきたとき、すぐにでもこの上振れ

要因が表面化してくるであろう。事実、アメリ

カをはじめ各国の政府・金融当局は、昨年末以

来前代未聞の規模と範囲にわたる非常緊急救済

政策を打ち出しており、当面のポイントである

景気の底入れ自体は比較的早期に実現する可能

性はある。しかしこうした非常処置は一種劇薬

の投入であって、財政赤字・累積債務の急膨

張、為替レートの大変動など副作用を伴うだけ

でなく、再び資源関連価格高騰、環境問題の深

刻化といったスタグフレーションの上振れを誘

発することは必至であろう。

とすれば、われわれが当面する経済回復問題

の本来のポイントは、底入れ後における回復の

態様、上昇力の展望であって、本格的回復には

恐らく数十年単位の長期間を要するであろう。

「１００年に１度」というのは、このような意味に

おいてでなければならない。われわれとして

も、省資源・環境対応の技術革新を持ちつつ、

生産・生活の現場においても、日本が得意とし

ていた「安定・辛抱」型スタイルへの見直しが

求められるであろう。

（２００９年１月２２日）
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