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１．世界経済─政府主導による不況脱却競争へ 

 

世界同時不況とケインズ政策の復権 

世界各国の2008年10～12月期のGDPの急激な低下や生産の落ち込みに象徴されるように、世界

同時不況が深刻化している。ほんの1年前は、サブプライム問題は、アメリカの住宅価格下落に伴

う、欧米の金融機関の損失問題に過ぎなかったが、今や、深刻な世界不況を招くに至っている。同

時不況入りの契機となったのはリーマンショックであったが、この後、事態の深刻さを認識した世

界の株式市場は暴落し、欧米の金融機関では互いの疑心暗鬼から資金融通が目詰まりし、世界各国

の企業、消費者マインドは著しく悪化した。この結果、世界全体の需要が急激にシュリンクしたが、

この点は、リーマンショック以降、世界各国の自動車販売が毎月2～3割という規模で減少を続け

た点に象徴されている。 

世界各国の需要が同時かつ大規模に減少したことは、輸出依存度の高いアジア諸国の経済に大き

な打撃を与え、とりわけ日本がその大きな悪影響を被る結果となった。輸出の急激な低下により企

業収益は急速に悪化し、生産、設備投資は大きく抑制され、雇用や所得も減少という悪循環が、多

かれ少なかれ輸出依存度の高い経済で起こったことであった。このように、サブプライム問題が当

初の金融機関の不良債権問題から、世界規模の大規模な需要の減少を招く事態にまで発展したこと

が、1年前から現在までの最も大きな変化であった。 

現在は、実体経済とマインド悪化の負の連鎖に歯止めをかけられず、経済が必要以上に収縮する

リスクが各国で高まっているが、そうした連鎖に歯止めかかけることができるとすれば、民間の経

済活動とは独立した立場にある政府である。各国政府は、減税などで需要を刺激するとともに、将

来に向けた投資を引き出すため、大規模な財政支出の拡大を行い、アメリカをはじめとする多くの

国がそうした政策を「グリーン・ニューデュール政策」と称し、景気の下支えに躍起になっている。

グリーン・ニューデュール政策は、環境対応など将来に必要な投資を政府が積極的に行っていくこ

となどを主な狙いとしているが、いうまでもなく、これは大恐慌後のアメリカの「ニューディール

政策」を念頭に置いたものである。このように、民間部門が萎縮する中では、それを回復させる役

割を果たすべきは政府部門であるとの認識が各国で急速に高まっており、これは経済の現場で、ケ

インズ政策が急速に復権していることを意味する。 
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真のケインズ政策とは何か 

ここで指摘したいのは、ややもすれば単に公共事業を拡大するだけとみられがちなケインズ政策

の本来の意味である。現在の局面においては、ケインズ政策の本質を理解した上で政策を講じるこ

とが求められているように思える。以下では、真のケインズ政策とは何かを考えることを通じ、今

後の世界経済の方向性を考えてみたい。 

そもそもケインズが政府の役割の重要性を指摘したのは、大恐慌よりも前に起こっていた19世

紀後半のイギリス経済の長期停滞の観察を通じてである。当時のイギリスは当時の新興国（アメリ

カ、ドイツなど）の追い上げを受ける中、デフレを伴う経済の長期停滞に陥っていた。当時のイギ

リス経済でケインズが注目したのは、国内経済が停滞していくケースで、民間投資が長期的な視点

からみて有意義な部門に投資されることが期待しにくくなるという点であった。とりわけ、国内の

需要が停滞する中では、資本の海外流出に拍車がかかる。こうした悪循環に陥ると、経済はこの罠

から抜け出すことが難しくなる。ケインズはこうした場合には、自由放任的な考え方を捨て、政府

が国内における投資について積極的な役割を果たすべきと考えた。政府が公共投資を行い、将来に

対するインフラを整備することこそが、資本流出と経済停滞の悪循環から脱却する道であるとした。 

現代においては、ケインズ経済学といえば、公共投資拡大による景気刺激という観点からのみ捉

えられる場合が多い。しかし、ケインズの主張の本質は、資本移動が活発化するなど経済がグロー

バル化する中、資本流出と経済停滞の悪循環からいかにして脱却するかという点にあった。 

経済がひとたびこうした状況に陥った場合には、民間の経済活動に経済再生の役割をほとんど期

待することができなくなる。そこでケインズはこうした場合には、民間に代わって政府が資本を管

理し、公共投資を行う必要性を指摘した。民間に代わり、政府が経済において適切な投資が行われ

るための先導役になるべきというケインズの思想は、大恐慌後のアメリカ経済の建て直しに際し、

結果として生かされることになった。大恐慌後のアメリカの経済政策は、ケインズの主張を直接取

り入れたわけではなかったが、ケインズの主張する方向性と一致したからである。 

 

民間資本の管理・誘導の必要性 

大恐慌後のアメリカにおける公共投資の役割についてはケインズ流にいえば、不況が深刻化し、

民間投資が萎縮する中では、民間に代わり政府が積極的に投資を行い、将来の先導役になるという

ことになる。これが大恐慌後のニューディール政策が目指したことであり、そして深刻な世界同時

不況に見舞われている今、世界各国の政策当局が求められていることでもある。 

すなわち、現在の局面で求められる真のケインズ政策とは、単に公共事業を行って景気をいくら

か下支えするという程度のものではなく、将来に向かって民間投資の先導役、あるいは呼び水とな

るような公共投資を積極的に行うということである。さらにいえば、貯蓄率が高いにもかかわらず、

それが民間投資に回らないような状況に陥っているケースでは、政府が民間貯蓄を何らかの形（国

債発行など）で吸い上げ、それを先端的な投資に回す仕組みを作るというようなことも必要になる。 

現時点における経済政策の現場でも、民間投資が低下する中では、景気の底割れを防ぐため公共

投資を出さざるを得ないが、出すにしても将来の必要性を先取りしたものであるべきとの主張がな 
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される場合が多いが、ケインズの思想はこうした主張とほとんど重なる。ただ、こうした一般的な

主張とケインズの主張に違いがあるとすれば、ケインズの思想の方が、こうした局面においては、

政府がより積極的に先導的な役割を果たすべきと過激に主張している点であろう。こうした考え方

の背景には、民間による「私益」の追求が、必ずしも「公益」につながらないとの、とりわけ資本

の自由放任に対するケインズの懐疑がある。 

ケインズのこうした懐疑は、現在の深刻な不況の根源が、高い収益を求めて民間資本がサブプラ

イムローンの証券化商品に群がったこと、すなわち資本の自由放任の結果として起こったことであ

ることを踏まえれば、非常に的を射たものであるように思える。ケインズの主張は、不況を脱する

ための政府による投資の管理・誘導の必要性と、そもそもそれ以前に深刻な不況をもたらす要因と

なった資本の自由放任を抑制する必要性を主張するという二重の意味で、今後の世界経済の運営に

重要なメッセージを与えている。 

実際、現在の世界においては、金融機関が保有する高リスクの投資商品に対する規制強化の動き

が現れたり、グリーン・ニューディールという形で政府が投資の先導役になろうとしているという

点で、まさにケインズの思想に通じる政策が講じられつつある。しかしこれは、やや皮相的にみれ

ば、世界同時不況という深刻な事態を招いた後に、結果として世界がそうした方向に向かったとい

うことだけに過ぎない。世界がかつてケインズの発したメッセージを正しく認識し続けていれば、

こうした事態には至らなかったはずである。しかし現実問題としては、政府が常に適切な形で民間

資本を管理し続けることは極めて難しいと考えられる。いつの時代でも、自由放任に傾斜し過ぎる

と今回のような問題が発生し、そうすると今度は逆に規制強化の方向に変わるのが常であり、今回

はまさにこうした想定されたどおりのことが起こっているに過ぎないとも理解できる。ただその規

模は極めて大きく、グリーンスパン前FRB議長がいち早く「100年に１度の津波」と形容したのは、

決して言い過ぎではなかったことは、今になって十分理解できる。 

 

不況脱却競争のカギ 

このように現在の世界経済は、民間資本の自由放任の結果としての暴走（過度のリスクテイク）

とその結果として起こった深刻な不況を、資本の適切な管理（政府による資金吸い上げや投資）に

よって克服しようとする過程にあると捉えることができる。こうした視点から今後の世界経済を展

望すると、資本を適切に管理し、いち早く前向きの投資に結びつけることに成功した国が不況から

脱却する可能性をつかむことができるのではないかと考えられる。世界が同時に深い不況に陥って

いる中では、どこかの国の回復を待っているような国は、一番先に不況から脱することはできない。 

こうした形の不況脱却競争で有利になるのは、自前で管理・誘導し得る十分な資金を持っている

国である。海外からの投資資金頼みの国は、そもそも自分の国の将来にとって適切な形で資本を管

理・誘導することは困難である。この点、アメリカはこれまで、海外からの投資資金を引き付ける

ことで自国の成長を続けてきたが、現在の局面ではこうした資金の海外頼みが一つの弱みになるこ

とは事実である。しかし、これまで米国債を積極的に購入することで資金をファイナンスしてきた

日本や中国が今の時点で資金を引き揚げることは、事実上取れない状況となっている。それによっ 
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てドルの暴落が誘発されれば、世界経済がさらに深刻な状態に陥りかねないからである。言葉は悪

いが、アメリカは基軸通貨であるドルを人質にとり、自国経済の崩壊を免れている状態にあるとも

いえる。 

自前で管理・誘導し得る十分な資金を持っているという点では、貯蓄率の高い中国は、十分その

資格を有していると考えられる。これまでの急速な経済成長の過程で蓄えた資金を、将来の中国経

済の発展に必要な国内のインフラ投資などに回すなどの形で適切に誘導し、それを通じて内需を喚

起できれば、それだけでもある程度の成長が期待できるのではないかと思えるほどである。今後世

界経済が立ち直っていく過程では、中国がいつ回復するかに注目する向きは少なくないが、中国が

注目される理由は、単に市場として大きいだけではなく、高い貯蓄率を背景とした潤沢な資金にも

ある。 

アメリカが世界同時不況の震源地となり、ユーロ圏もユーロ導入後10年間で経済が予想以上の

脆弱性を見せる中、中国がいち早く回復して世界経済での存在感がより高めていくことになるのか、

あるいは日本もいち早く回復軌道に乗せていくことができるのか、真の意味でのケインズ政策に基

づいた各国の不況脱却競争が繰り広げられるのが、2009年から2010年にかけての世界経済の最大

の注目点となる。おそらく少なくとも2009年の半ば頃までは世界の輸出国は、在庫を圧縮するた

めの生産調整に忙殺されると考えられるが、現在の状況では、在庫調整が終わったとしても、先行

きの急速な需要回復は展望しにくい状況にある。先行きの需要に火をつけ得る、政府による投資や

民間投資誘導策をいかに早くかつ適切に行うことができるかどうかについて、各国政府がその真価

を問われる状況となる。 
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２．日本経済─戦後最大の不況に突入 

 

生産の加速度的な落ち込み 

リーマンショックが日本経済に対しても大きな影響を与えるものであると強く認識されたのは、

2008年11月のトヨタ自動車の業績の大幅な下方修正、すなわちトヨタショックであった。これ以

降、加工組立型の輸出企業は軒並み業績を大幅に下方修正し、やがてその影響は素材産業に及び、

さらには企業活動を支えるインフラ産業へと悪影響が波及していった。 

日銀短観業況判断DIは2008年12月時点では、輸出の三本柱の一般機械、自動車、電機の悪化が

著しく、これに比べれば、鉄鋼、化学などの素材産業、運輸、通信、情報サービスのなどの企業活

動を支えるインフラ産業への影響はまだ相対的に小さかった（図表1、2）。しかし現時点では、こ

れら産業の景況感も著しく悪化しているものと推察される。さらに、消費者心理の悪化を受け、卸・

小売も現段階では悪化幅が拡大していると考えられる。こうして日本の産業はドミノ倒しのよう 

図表１　業況判断DIの変化（08年９月→12月）：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２　業況判断DIの変化（08年９月→12月）：非製造業
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（出所）日本銀行「全国企業短期経済観測」 
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に業績悪化が連鎖し、生産活動は直近のピーク時から2008年12月まですでに2割以上低下し、先行

きもさらなる低下が見込まれており（1月前期比－9.1％、2月同－4.7％、製造工業予測指数による）、

かつてない速さ、深さ、広がりで景気が悪化したことを示している。 

生産の急激な落ち込みは設備の稼働率を低下させ（稼働率指数は2008年11月時点でピーク時か

ら15％以上低下）、設備の過剰が生じた企業は投資活動を慎重化させた結果、設備投資の先行指標

である機械受注は大幅な減少を続けた。雇用、所得環境とも著しく悪化し、派遣社員は言うにも及

ばず、今や正社員の削減にも手が付けられようとしている。 

通常の景気循環であれば、ものを作りすぎたり売れ行きが鈍った場合には、生産を抑制し在庫を

適正水準にまで下げた段階で在庫調整が終了し、それをもって一応の底打ちとなる。しかし、現在

においては生産をいくら削減しても在庫調整の目処が立たない状況となっており、まさに底のみえ

ない景気悪化の恐怖と企業経営者は戦っている状況にある。さらに今回の景気調整は、在庫調整に

留まらず、設備が過剰状態になったことで設備投資調整の様相も色濃くなっている。 

 

戦略投資も削減へ 

もともと企業経営者は、不況が深刻化したとしても、戦略投資は削減しないとの意思は持ってい

たと思われる。この点は例えば、ソフトウエアの投資計画に現れていた。リーマンショック、トヨ

タショックを経た2008年12月時点の調査でも、大企業製造業の2008年度のソフトウエアの投資計

画は、9月時点に比べ下方修正（金額ベースで－0.4％）はされたものの前年度並み6.8%の伸びを

維持し、これまで投資を長い間抑制してきた中小企業製造業の2008年度のソフトウエア投資計画

も同じく下方修正されたものの（金額ベースで－4.8％）前年度比14.6％の高い伸びを示していた

（図表3）。中小企業非製造業に至っては9月時点に比べ上方修正（金額ベースで4.5％）し前年度比

8.7％となっていた。 

図表３　ソフトウエアの設備投資計画
（日銀短観08年12月調査）
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（出所）日本銀行「全国企業短期経済観測」 
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もとより、ソフトウエア投資がすべて戦略投資であるわけではないが、企業は12月時点ではこ

れら投資に対する根強い意欲を持っていたことになる。しかし、その後の大幅な企業業績の悪化を

踏まえると、こうした投資も、現時点では抑制される方向に変わっていると推察される。 

 

過去の経済規模に逆戻りする日本経済 

すでに述べたように、機械設備の投資については、機械受注の落ち込みに示されているように、

著しい悪化が現実のものとなっている。在庫調整に加え、設備投資の調整も伴った場合、景気後退

は深いものになることが避けられなくなる。ほんの1年前まで最高益を更新してきた日本企業がこ

うした急激な落ち込みに見舞われた要因は、先にも述べたが、全世界規模で自動車需要が２～３割

のオーダーで減少したことに象徴されるように、世界の需要が同時かつ大規模に減少したことにあ

る。 

日本経済は、不良債権問題としてのサブプライム問題から受けた悪影響は、与謝野経済財政担当

大臣が述べたように「蜂に刺された程度」であったが、その輸出依存度の高さにより、リーマンシ

ョック以降の全世界規模の需要収縮の悪影響に直撃される形となった。輸出数量指数は、もはやど

の地域向けが減少しているというような特徴はなくなっており､全地域向けで減少しているとしか

いいようのない惨憺たる状況となっている。 

昨年末の時点で生産の水準は、今回の景気拡大が始まった2002年の水準にまで一気に戻ったが、

単純に考えれば、これに伴い、2002年からの景気拡大に伴って増えた雇用がすべて余剰となって

も決しておかしくない状況にあることを示している。もはや一部の社員の削減では追いつくレベル

ではなく、少なくなった仕事を残された社員で分かち合うワークシェアリングが現実の企業経営の

課題となるのも十分頷ける。ごく近い将来において、失業率が過去最悪の水準（5.5％）に近づく

蓋然性は確実に高まっていると考えられる。 

経済の規模を表す名目GDPは、2008年4～6月期以降、減少局面に入ったが、7～9月期までの名

目GDPの減少は資源価格高騰に伴う所得の海外流出あるいは企業収益の減殺といった側面が強く、

企業活動そのものが停滞しているという色彩は薄かった。しかし、10～12月期以降の名目GDPの

減少はそれまでとは性質が変わり、企業活動そのものの萎縮をストレートに反映した形となってい

る。貿易収支については、昨年までは資源価格高騰に伴う輸入金額の膨張によって黒字が減殺され

ている部分が多く、やがて資源価格高騰が収束すれば、貿易収支減少にも歯止めがかかるとの予想

も多かったが、輸出が急激に落ち込む中、今度は輸出要因によって貿易赤字化する様相を呈してい

る。今回の景気後退は2007年11月から始まったが、2008年9月頃までの景気減速とそれ以降の景

気減速は性質が全く異なったものとなっている。 

 

景気下げ止まりの目処 

当面の景気下げ止まりの目処は、生産の悪化と企業の心理悪化にいつ歯止めがかかるかである。

日銀短観の業況判断DIは景気の山谷に若干先行する性質を持っているが、2008年12月調査では、

2009年3月にはさらに悪化することが見込まれており、企業心理の悪化に歯止めがかかる兆しは現

時点では見えない。一方、生産調整については、これまでの日本の景気循環では、出荷・在庫バ 
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ランス（出荷の伸び－在庫の伸び）がマイナスの局面がほぼ景気後退局面に当たっており、これが

プラスに転ずることが景気後退終了の一つのシグナルとなる。足元の出荷・在庫バランスは大幅に

悪化しており（図表4）、現時点でプラス転換の目処は全く立たない状況にある。 

 

図表４　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」 

 

今回、かつてないほどの速さで生産の調整が行われたことは、それだけ今後の底打ちが早いとい

う類推にもつながるが、世界同時不況が深まる中で、先行き不透明感は極めて強くなっており、仮

に、出荷・在庫バランスが回復し、企業の心理悪化にも歯止めがかかったとしても、その先の急回

復は展望しにくい状況にある。また、不透明感が強い中では、企業は、設備投資の抑制姿勢を容易

に転換させることは困難と考えられる。 

以上を勘案すると、2008年度の実質経済成長率は－2％台半ばとなり、2009年度は2008年度後

半の急激な景気の落ち込みに伴って大きなマイナスのゲタをはくこともあり、引き続き大幅なマイ

ナス成長となるのは避けられず、－3％半ばの成長になると予想される。戦後の日本経済では、マ

イナス成長になること自体が極めて稀で、ましてや－2％超の下落が2年連続で続くなどというこ

とはかつて経験したことがない。マイナス成長を脱するのは10年度になってからと想定されるが、

その勢いは弱く1％前後の成長になると予想する。 

 

日本は不況脱却競争に参加できるか 

世界各国が不況脱却に注力する中、日本は政治の混迷もあり、明確な方向性を打ち出すには至っ

ていない。その意味では日本は、未だ不況脱却競争には参加していない状況にある。 

生産悪化、雇用悪化がかつてないほどのものになっていることを考えると、定額給付金などの一 

時しのぎの需要刺激策では到底足らず、新たな雇用の創出を政府主導で行うといった根本的な対応

を取らない限り、景気の悪化に歯止めをかけることは困難であるように思われる。前述のように世

界各国が真の意味でのケインズ政策を求められているのと同様、日本でも将来を先取りし、民間投 
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資の呼び水となるような政府自らの投資、あるいは政府による民間投資の適切な誘導が求められて

いる。 

その有力候補のひとつは、食糧価格の高騰や食品に関する様々な事件の発生を通じ、食糧自給率

の低さが国民生活の安全性を脅かすことを国民に強く印象付けた結果として、その重要性が再認識

されている農業分野であろう。耕作放棄地という形で余剰な土地が大量に出現し、今回の不況で他

産業では余剰とされた労働力が大量に現れ、また、現在の農業従事者の高齢化が著しく進んでいる

中、産業としての農業を抜本的に再構築する機は十分すぎるほど熟しているように思える。日本が

得意としてきた工業的な製品管理のノウハウは農業にも応用可能で、そうしたノウハウを活用して

高品質かつ安全性の高い農産物を生産すれば、海外マーケットでも十分受け入れられることは、す

でに一部の農産物で実証済みである。もともと人手のかかる農業は、海外需要も含め、十分な需要

を作り出すことさえできれば潜在的な雇用吸収力は高いと考えられる。 

もとより、こうした類の新たな雇用の創出は、短期的な即効性のある政策とはいえないが、短期

の刺激に拘泥すると減税や定額給付金のような刹那的な政策しか浮かび上がってこず、むしろその

ような政策だけでは、長期的には何も変わらないという弊害の方が大きいように感じられる。今回

の景気悪化でもっとも深刻化している問題は雇用問題であり、仕事を欲する人に働く機会が与えら

れないことは、社会の安定性をも脅かす要因となる。現段階での雇用創出策としては、自治体が臨

時職などの形で一時的に雇用するという策が講じられている。もちろんこうした施策は、当面のつ

なぎとしてはないよりはあった方がよい。しかし、長期的に働けるような雇用の場を少しずつでも

創出していくことが、短期の政策にもなり長期の経済成長にも資するという認識を持ちながら、政

府はより積極的に雇用創出策を講じていくべきである。 
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予測表 

 
 

2008 2009 2010 2008 →予測    2009 2010 2011 年度 

  予測 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 -2.6 -3.5 1.1 -3.3 -1.8 -0.7 0.1 0.4 0.3 0.0 0.4 0.2 0.6

民間消費 -0.1 0.1 1.1 -0.4 -0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5

  住宅投資 -1.3 -0.2 0.4 5.7 -1.5 -1.2 -1.6 -0.3 -0.6 0.1 0.7 0.9 1.2

  設備投資 -7.8 -9.5 2.2 -5.3 -6.3 -1.5 -0.5 0.8 0.7 0.2 0.8 0.7 1.0

  政府消費 0.6 0.9 0.7 1.2 1.5 -1.0 0.0 0.3 0.5 -0.3 0.5 0.0 0.3

  公共投資 -4.5 1.3 0.3 -0.6 1.3 -1.0 1.1 0.8 0.6 -1.4 0.5 0.4 0.0

  輸出 -7.4 -18.4 2.4 -13.9 -12.0 -3.2 0.0 0.5 0.8 0.2 0.7 1.0 1.4

  輸入 0.0 -2.0 1.1 2.9 -3.0 -1.2 0.0 -0.6 0.0 0.5 0.2 0.9 1.1

名目 GDP -3.4 -3.7 1.3           

GDP デフレータ -0.7 -0.3 0.3 

[実質 GDP 寄与度] 

内需 -1.4 -0.9 0.9 

外需 -1.2 -2.6 0.2 

  

鉱工業生産 -11.8 -21.4 3.8 

CPI（除く生鮮） 1.0 -1.2 -0.4 

失業率 4.2 5.1 5.0 

経常収支 13.0 14.5 15.9 

円ドルレート 99 93 93 

 

［前回予測（08.12.9）］ 

実質 GDP -1.1 -0.8 -   

名目 GDP -2.5 -0.8 -   

（注）各需要項目は前期比。経常収支は兆円。 
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