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１．世界経済─新たな秩序を模索する過程へ 

 

世界経済の逆回転 

９月15日のリーマンブラザーズ破綻以前の世界経済は、米欧を中心に世界経済が減速しつつも、

新興国の経済は比較的底堅く推移し、世界経済はマイルドな調整を模索する過程にあった。世界経

済全体としては、過去数年のハイペースの成長が、資源価格の高騰や新興国における賃金上昇を招

き、インフレの進展が過熱した経済を冷やすという形で、成長ペースを落とす段階に入っていたと

考えられる。 

しかし、９月15日以降、こうした様相は一変した。欧米を中心に金融システム不安が表面化し、

世界各国の株価は暴落、高成長を見込んで新興国や資源国に流入していた資金が逆流し、相場の持

続的上昇から原油や商品相場に流れ込んでいた投機マネーも流出するなど、これまでのマネーの流

れが急速に逆回転し、世界経済が金融面で著しく動揺することとなった。金融機関の破綻とそれに

伴う資金の目詰まり、株価下落による消費者不安の増大は、実体経済にも悪影響を与え、これは例

えば、世界的に自動車が販売不振に陥るという点に現れた。需要の冷え込みによる企業業績の急速

な悪化は、先行き不安をさらに高め、また、財務基盤の弱い中小企業には資金が回りにくくなるな

ど、マネーと実体経済の収縮が同時並行的に起こり、10月以降の実体経済は、世界各国で鋭角的

な落ち込みをみせた。 

すでにEUは景気後退局面に入っており、アメリカも景気後退に入る公算が高く、日米欧の三極

とも同時に景気後退局面入りする、世界同時不況の様相を呈している。また、これまで高成長を続

けてきた新興国も成長ペースがかなり鈍化している。このように、アメリカ発の金融危機は、それ

以前の世界経済のマイルドな調整シナリオを覆し、信用収縮を伴った急激な世界経済の調整を現実

のものとするに至った。 

 

住宅バブル発生と崩壊の過程 

アメリカが早期の公的資金注入をためらったことが、今回の混乱を招く直接的な要因となったが、

これは、90年代の日本の例など、いかに過去の事例を研究していようと、また、学者が正しいと

考えられる政策をいくら主張しようと、経済政策は最終的には民主的なプロセスで決定せざるを得

ないため、アメリカといえども、迅速な対応に限界があったということを意味する。 
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さらにいえば、住宅バブルが崩壊して、現在のように極度の金融システム不安が生ずる原因にな

ったのは、元を正せば、2000年のITバブル崩壊後に、それを克服するために金融緩和を長く続け

たことにある。ただ、当時の政策のロジックとしては、デフレに陥る前に、思い切った金融緩和を

行うことで経済を立て直すことの重要性が強調されていた。この結果、アメリカの住宅価格は97

年から07年まで上昇を続け、住宅ローン債権は証券化されて世界の投資家に販売され、アメリカ

に多くの資金が引き付けられた。この過程では、住宅価格の持続的な上昇を当てにして、借り手の

本来の返済能力を超えた融資が行われたが、金融機関の監督は弛緩し、証券化商品に必要な規制が

加えられることもなかった。 

こうした事態を招いたことについて、グリーンスパン前FRB議長の責任を問う声も高まってお

り、グリーンスパン前議長は、証券化商品に投資家から過大な需要が集まったことについては、政

策当局の予見は不可能だったとしながらも、銀行が利益を追求することで株主を守れるという考え

方が、今になって振り返れば、部分的には誤りがあったことについては認めた(10月23日、下院公

聴会)。しかし、グリーンスパン前議長は、住宅市場を拡大させることについては、当時の議会の

意思でもあったとも述べており、この意味では、当時の金融緩和や金融機関の監督も、大局的に捉

えれば、民主的な政策決定プロセスの中で是認されていたものであったともいえる。したがって、

グリーンスパン前議長一人の責任とはいえない。 

つまり、民主的プロセスの中でバブルを招く素地が作られ、またそれが崩壊した後も、その処理

について民主的プロセスが、迅速な公的資金の注入を困難にしたという二重の意味で、今回の金融

システム不安は、結局のところ、民主的プロセスの中で、起こるべくして起こったものと捉えるこ

とができる。もっとも金融緩和を行っていた当初の過程で、最終的に現在のような事態に至るとい

うことについては、その渦中にあっては、やはりグリーンスパン前議長のいうように、予見不可能

だったと考えられる。しかし、後になって振り返れば、このような形で整理することができる。 

 

不良債権の損切りはできるか 

事後的な処理で、リーマンブラザーズのような大手金融機関を破綻させたことについての批判は

根強いが、破綻させれば金融システムに多大な悪影響が及ぶことはわかってはいたものの、さりと

て、大手金融機関がつぶれないと思えば深刻なモラルハザードが生じるというジレンマもあったた

め、どちらがよかったかは現時点では判断できない。金融システムの動揺が現在の世界同時不況を

招いているが、これを機に、金融機関の抱える問題が世界的に一気に表面化し、健全化を図ろうと

する動きが加速したことは、世界同時不況がかつての世界恐慌のような事態に発展しない限り、よ

かったともいえなくもない。破綻させなければ、金融機関が問題の根本的な解決を図らないまま生

き長らえ、いずれかの時点でより深刻な問題に発展した可能性も否定できないからである。 

しかし、金融システム不安は払拭されたわけではない。９月に、FRBがつなぎ融資の緊急支援

を行ったAIGに対しては、11月になって、資本注入と不良資産の切り離し支援策（不良債権の受け

皿会社の設置）など、より抜本的な策が講じられることになった。日本の不良債権処理の過程では、

厳格な査定で不良債権の損切り（簿価の大幅引き下げや売却）を行った上で、公的資本の注入を行 
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ったことが、不良債権処理の解決へつながったが、アメリカでも徐々にそうした方向に向かいつつ

あるものの、まだ、完全ではない。さらに日本では、最終的には景気が回復したことが、不良債権

処理を完了させたが、アメリカではまだ、金融システム不安が実体経済の収縮をもたらすという、

危機の最初の段階にある。この先は、財政支出の拡大などで、実体経済の収縮を止める対応も必要

になることが予想される。そうした上で、不良債権の損失を確定させ、実体経済をいくらかでも上

向かせることができた段階で、今回の問題が解決したといえることになるが、少なくとも09年中

にはそうした段階にまで至る可能性は低い。さらに、10年になっても解決の目処が確実に立って

いるとは言い切れない状況にある。 

 

金融政策への含意 

今回の事態は、先にも述べたように、ITバブル崩壊の影響を、金融緩和によって最小限にしよ

うとしたことが次のバブルを招き、より深刻な結果をもたらしたということになるが、これが、今

後の金融政策にどのようなインプリケーションを与えるだろうか。今回の場合、ITバブルが崩壊

した後はまだ通常の金融政策が機能する余地があったが、住宅バブルが崩壊した後では、金融機関

に多大なリスク資産などより大きな歪みが蓄積されていたため、金融緩和によって大量の流動性を

供給し、時間稼ぎを行った上で、金融機関の健全化を図ることが困難になった。そのため、公的資

金の注入という手段を動員せざるを得なくなった。いわば十分な調整をせず、問題を先送りするよ

うな形になったことが、次のバブルを生み、より大きな調整を必要とすることになった。 

また、ITバブル崩壊後は、デフレに陥りそこから脱却できなくなる前に、大幅な金融緩和で景

気を刺激するという考え方に則っていたが、確かにそうした対応により、デフレには陥らなかった。

しかし、住宅バブル崩壊後の現在では、再びデフレの危機が訪れており、FRBが政策金利をゼロ

近くまで引き下げた後には、日本がかつて導入した量的緩和に踏み切らざるを得ない可能性さえさ

さやかれる始末である。結局のところ、デフレの危機は、一度は克服されたものの、より深刻なも

のとして再度訪れたことになる。 

こうした点を考慮すると、金融政策への教訓としては、経済成長の過程でバブルは付き物ではあ

るが、バブルを必要以上に膨らませないということが肝要という結論が得られる。つまり、成長の

過程であっても、適度なガス抜き（軽い引き締め）が必要ということになる。しかし、こうした対

応は、仮に、中央銀行が十分な独立性を持っていたとしても、そのさじ加減が難しい上、民主的な

政策プロセスの中では、成長を抑制するような政策は常に不人気の宿命を負うという点で、実施す

る上で困難に直面する。 

したがって将来的にも、バブルを必要以上に膨らませないという政策が取られるということには、

悲観的にならざるを得ない。もしそうだとすると、バブルの膨張を未然に防ぐことは難しく、せい

ぜいそれが崩壊した後で、そのショックを和らげる対応ぐらいしかできなくなる。これは、グリー

ンスパン議長がかねて述べていたことでもある。ショックの度合いによって、ITバブル崩壊後の

ように、金融緩和で対応できる場合もあれば、今回のように、金融緩和＋公的資金の注入の対応が

必要になる場合もある。グリーンスパン前議長の考えが、そのように達観した結論だったとすれば、 
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正に至言であり、グリーンスパン前議長の過去の政策を責めるのも酷という感が否めなくなる。 

 

デカップリングへ向かうプロセス 

今回の住宅バブル崩壊に伴うアメリカ経済減速の過程では、世界経済がアメリカ経済に引きずら

れる形で不況に陥るのか（カップリング）、あるいは、アメリカ経済とは独立に、世界経済は底堅

く推移するのか（デカップリング）かの論争が起こった。現在の状況をみれば、世界同時不況とい

う形になっており、その意味ではやはりカップリングしたということになる。 

しかし、新興国の経済が金融システム面では大きな傷は被ってはおらず、新興国にとっては、当

面、欧米向けの輸出が減るというマイナス面はあるものの、これを機に内需主導の成長に移行する

ことに成功すれば、潜在的には極めて高いと思われる内需によって、世界経済を牽引できる余力は

残している。その意味では、リカップリングかデカップリングかという二分法は言葉の遊びに過ぎ

ず、かつてに比べれば新興国の成長力が増したことにより、デカップリングは、部分的には達成さ

れたと評価することができよう。 

今回の世界同時不況を乗り越えた後は、おそらく新興国の経済的プレゼンスは増すはずであり、

後から振り返れば、アメリカ発の金融危機は、世界経済がアメリカ経済とデカップリングする、言

い換えれば、アメリカ経済の世界経済への影響力が弱まる一つのきっかけになったと評価されるこ

とになるかもしれない。 

これは金融危機に対処する、最近の国際協調の枠組みにも如実に現れている。今回の金融危機に

対して無力であったIMFについて、欧州は抜本的な改革に意欲的であり、例えば、イギリスのブラ

ウン首相は、1940年代の国際通貨制度を創設したときに匹敵するビジョンが必要であると述べて

いる。また、日米欧に新興国を加えたG20が、今回の危機を克服していく上で、その果たす役割に

期待が高まっている。こうした中で、アメリカの存在感は、相対的に希薄になりつつある。 

EUは今回の金融危機で大きな痛手を被ったが、金融危機への対応では一致団結した姿勢をみせ、

今後の財政運営や金融監督について連携を密にする動きが活発化し、これまで難しかった経済運営

で求心力を見せ始めている。また、今回の危機で通貨価値の急落に直面したデンマーク、スウェー

デンなどでは、新たにユーロを導入する動きもみせている。 

アジアにおいても、欧米への過度の資金流出が今回の危機を招いたことを考えると、今後は、ア

ジア域内で資金を還流し、各国の成長を促す仕組みを作っていく機運が高まっていく可能性がある。

日本にとっても、今後の世界経済の成長エンジンがアジアをはじめとする新興国であることを踏ま

えると、こうした仕組みづくりに貢献していくメリットは、これまで以上に高まっていくと思われ

る。 

今回の危機は、マネーの流れがグローバル化する中、それが好循環を生んでいるうちは、世界経

済の成長に貢献するが、それがひとたび逆流すれば、各国の経済を著しく撹乱するという事実を改

めて認識させた。こうしたグローバルマネーのマイナス面は、90年代後半のアジア通貨危機でも

十分認識されたが、今回はそれが、さらに国際的に大規模な形で露呈した。各方面における協調の

動きは、これに歯止めをかけようとするものでもある。 
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こうした動きは、あるいは大恐慌後に世界各国が保護主義に走った例にたとえられるかもしれな

いが、現代においてはグローバル化の大きな流れは後戻りできない。グローバル化を前提として、

地理的に近接した国々が互いのメリットを守るためにいかに連携していくかが問われている状況

にあり、かつての保護主義とは異なる。 

このように今回の危機は、成長の牽引力としての、あるいは国際協調のリーダーとしてのアメリ

カの存在感を低下させ、新たな経済成長と国際協調の枠組みを形成させる大きな力となり始めてい

る。その姿は、今後徐々に明らかになっていくと考えられるが、現在は新たな秩序が形成される過

渡期にある。この間の調整が長引くことは、避けられないと思われる。 

 5



 

 

 

 

２．日本経済─牽引役不在による停滞が続く 

 

金融市場の混乱が実体経済に波及 

リーマンブラザーズ破綻に端を発する世界の金融市場の混乱が、いよいよ日本の実体経済にも悪

影響を及ぼし始めている。鉱工業生産指数は、７～９月期まで３・四半期連続で減少を続けてきた

が、10月、11月は、予測指数によれば前月比2.3％減、同2.2％減と大きく落ち込む見込みで、この

先、減産が本格化することを示している。また、出荷・在庫バランス（出荷の伸び－在庫の伸び）

は７～９月期に大幅なマイナスとなり（図表１）、この先さらに悪化することが見込まれる。在庫

の伸びが出荷の伸びを上回る状態は、それだけ、在庫を減らす必要性が高まっていることを意味す

る。 

図表１　出荷・在庫バランスの推移
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（出所）経済産業省「鉱工業指数統計」 

 

先行きの生産でとりわけ大きなマイナスになると見込まれるのは自動車で、これは金融市場の混

乱に伴う各国の景気の失速、株価の大幅下落が、所得環境と消費者心理に悪影響を与え、需要が減

退したことによる。10月の自動車販売はアメリカで前年比32％減と25年ぶりの低水準となり、日

本でも13％減（除く軽自動車）と大幅なマイナスとなった。このほかヨーロッパや原油高で潤っ

た産油国の需要も減退しており、自動車需要は世界で総崩れの状態となっている。これに伴い、ト

ヨタ自動車が、今年度の業績見通しを大幅下方修正（営業利益、前期比74％減）すると、日本企

業の業績不安が一気に高まった。 

自動車の減産は、川上の鉄鋼など原素材の減産につながるとともに、関連の中小企業にも大きな

影響を及ぼす。また、業績悪化は、雇用にも悪影響を与える。厚生労働省の調査（10月）によれ

ば、中小企業の従業員の過不足感を示す雇用D.I.は、正社員、契約社員・パートではマイナス（不

足）であったが、派遣社員は13.5と大幅なプラス（過剰）となった（3ヵ月前の７月は4.5）。とり

わけ自動車産業など輸出型産業で過剰感が強まっている。すでに自動車産業は雇用調整を、工場の 
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派遣労働者の契約打ち切りなどの形で本格化させている。 

正社員の雇用は、まだ守られている状況にあるが、所得環境のさらなる悪化は、これまで物価が

上昇し実質所得が低下する中でも、比較的堅調に推移してきた耐久財消費についても、今後は伸び

悩みことが予想される。後述するように、住宅着工の低迷も耐久財消費に悪影響を与えると考えら

れる。これまで消費は、消費者心理が悪化する中でも横ばい圏内で推移し、心理と消費実態との間

に大きなギャップが生じていたが（図表２）、先行きについては、消費が下振れする可能性が高ま

っている。なお、定額給付金の支給がもたらす効果は、極めて限定的と考えられる。 

図表２　消費者態度指数と消費総合指数の推移
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（出所）内閣府「消費動向調査」、「消費総合指数」 

 

失われた牽引役 

企業の業績悪化は、不要不急の設備投資の削減をももたらしている。９月の日銀短観では、これ

まで設備投資を下支えしてきた大企業製造業の設備投資がわずかに下方修正されたが（図表３）、

これは金融危機が本格化する前の調査であり、12月調査ではこれがさらに下方修正される可能性

が高まっている。 

これまでは、世界経済が短期的に調整局面に入ったとしても、調整を終えた後の新興国の成長余

力にはなお大きいものがあると考えられ、そうした将来の需要の拡大を見込むと、大企業の設備投

資は維持されるとの見方が多かった。つまりこれまでは、企業が持つ先行きの期待成長率の高さが、

設備投資を下支えしてきたことになる。しかし、今回の危機で世界経済が鋭角的に落ち込み、その

調整にも一定の時間を要することが明らかになった現在では、期待成長率は下方修正せざるをえな

くなり、設備投資の見送りが行われる状態になっている。 

最近の円高の進展については、輸出への悪影響は生じるものの、輸入品が割安になるという点で

は日本企業にとってはプラスで、資源価格下落の効果と併せればそのメリットは大きいと考えられ

る。このように円高は、これまで企業収益の圧迫要因となっていた資源価格高騰の影響を減殺する 
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図表３　設備投資計画の修正状況（大企業・製造業）
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（出所）日本銀行「全国企業短期経済観測」 

図表４　住宅着工戸数の推移
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（出所）国土交通省「建築着工統計」 

 

という意味では、企業収益にはプラスとなるが、企業にとっては、原材料価格低下の効果以上に、

需要の減少による売り上げの落ち込みのマイナスの影響の方が大きく、企業の減収は当面続くと考

えられる。 

住宅投資に関しては、マンションの販売不振が顕著になっている。首都圏のマンション発売戸数

は、10月まで前年比で26ヵ月連続減少を続けており、在庫も積み上がっている（不動産経済研究

所調べ）。資材価格高騰がマンション価格の上昇を招いたことや、これまでの供給増加が需要の飽

和感を招いている上に、最近の景気の急速な悪化が消費者心理を冷やしていることが、売れ行きに

ブレーキをかけている。住宅着工戸数は、建築確認申請の厳格に伴う落ち込みから回復した後も低

迷を続けており、それ以前の水準に戻すことは難しい状況となっている（図表４）。景気対策とし 
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て住宅ローン減税が拡充されたとしても、冷え込んだ住宅需要を喚起するには至らないと考えられ

る。住宅着工の低迷は、耐久消費財の購入にも悪影響を及ぼすことになる。 

輸出は世界経済が減速傾向にあったため、これまでも数量ベースで横ばいないし若干の減少傾向

にあったが、10月からの世界経済の落ち込みを考えると、今後、減少幅が拡大していくことは避

けられない。欧米向けの輸出減をアジアや資源国向けが支えてきたが、アジアの景気減速も顕著に

なり、資源国はこれまでの資源価格高騰で潤っていた部分が、資源価格の下落により剥げ落ちるた

め、今後の輸出の下支えは期待できない状況にある。 

 

景気後退はより深いものに 

このように、これまで辛うじて景気を支えてきた、アジアや資源国向けの輸出や大企業の設備投

資がいずれも落ち込む状況が避けられなくなっており、消費の落ち込みも顕著になっているため、

08年度の日本経済は、名目、実質ともマイナス成長に陥る可能性が高まっている。実質成長率は、

08年度は若干のマイナス、09年度の回復力も弱くほぼゼロ近傍と、２年連続でゼロ成長に近い状

況で推移すると見込まれる。こうした中、消費者物価上昇率も来年度にかけてゼロ近傍に低下して

いくと予想される。 

日本経済は07年10～12月期以降、景気後退局面に入ったとみられるが、金融市場の混乱が発生

する前は、在庫調整圧力は軽微であり、過剰雇用、過剰設備はほぼ存在しない状態であったため、

景気後退は軽微なものに留まるとの見方が有力であった。しかし、最近の自動車減産に象徴される

ように、金融市場の混乱が実体経済に悪影響を及ぼし始めた現在では、もはやそうした楽観論は成

り立たなくなっている。日本企業にとっては、最近の業績悪化は自らの経営の失敗によるものでは

なく、外部環境の急激な変化によるものではあるが、さらなる合理化によって、この苦境を乗り越

えていくことができるかが問われる状況となっている。 
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予測表 

 
 

2007 2008 2009 2007 2008    →予測 2009 2010 年度 

  実績 予測 予測 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

実質 GDP 1.7 -0.4 0.3 0.4 0.6 -0.9 -0.1 -0.5 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4

民間消費 1.7 0.1 0.6 0.2 0.6 -0.6 0.3 -0.4 0.1 0.3 0.3 0.1 0.5

  住宅投資 -13.3 -3.6 2.6 -9.8 5.1 -3.1 4.0 0.8 0.3 0.2 0.5 0.4 0.7

  設備投資 -0.1 -2.7 -1.1 0.5 -0.3 -1.4 -1.7 -1.0 -0.3 -0.2 0.2 0.1 0.4

  政府消費 0.7 0.4 0.8 0.8 -0.5 -0.1 0.1 0.3 0.6 0.0 0.2 0.0 0.2

  公共投資 -1.8 -4.2 -1.7 0.2 1.0 -5.5 0.4 0.6 1.5 -2.1 -1.8 0.2 0.8

  輸出 9.5 1.6 0.3 2.6 3.4 -2.6 0.7 -1.0 -0.9 0.5 0.4 0.7 0.5

  輸入 2.0 -0.4 0.6 1.0 1.2 -3.0 1.9 0.4 -0.8 0.3 0.0 0.2 0.4

名目 GDP 0.7 -1.8 0.4           

GDP デフレータ -1.0 -1.3 0.1 

[実質 GDP 寄与度] 

内需 0.5 -0.6 0.4 

外需 1.3 0.3 0.0 

  

鉱工業生産 2.6 -3.5 -1.8 

CPI（除く生鮮） 0.3 1.6 0.0 

失業率 3.8 4.2 4.5 

経常収支 24.6 15.8 18.2 

円ドルレート 114 102 98 

 

［前回予測（08.9.12）］ 

実質 GDP － 0.7 1.5 

名目 GDP － -1.0 0.3 

（注）各需要項目は前期比。経常収支は兆円。 
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