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90年代のアメリカ経済の二面性

　　　　　　　　　　　篠崎　彰彦

（九州大学助教授・ハーバード大学イェンチン研究所客員研究員）

　L生産性の上昇と景気循環

今年1月にニュー・オリンズで開催された米国経済学会では、ITが生産性上昇に寄与して

いるとの見方が大勢となり、ITの導入が進んでも生産性の上昇は実現されてないという「ソ

ロ・・一・パラドックス」はおおむね解消された観を呈した。しかし、その時既に、米国のrIT

景気」はピークを過ぎていたから皮肉である。ここで重要なのは、ITの導入が長期的な成長

の基礎となる「生産性」に及ぼす影響と、ITに関連した財・サーービスへの新需要が生みだす

r景気循環」への影響を、うまく整理することである。

　技術革新によって生産性が上昇し、生産可能曲線が拡張するのであれば、分配上の問題は残

るものの、社会全体の所得が増加することは間違いない。80年代から長い間論争となっていた

［ソロー・パラドックス」は、90年代に入ると「二・ca・・一・エコノミ’・一　aSjへと引き継がれ、現

象面では、①生産性上昇の加速、②景気循環の消滅、③株式相場の上昇、要因面では、①グロ

ーバル化、②情報化、’③規制緩和、④労働市場の変化に関連づけて論じられた。

　その後、ITの影響に関する実証分析では、f情報化という要因で生産性上昇の加速が検証で

きるか」という点に絞って、数々の検証が試みられてきた。一部に否定的な見解が残ってはい

るが2）、いくつかの分析結果によると、90年代後半の米国経済は、生産性の上昇率が1～1．5％

ポイント加速し、その5割から7割がITの寄与と確認されている（表1）eまた、今年の大統

領経済報告では、IT利用度の高い産業は利用度の低い産業に比べて、労働生産性の上昇率が

3％ポイント高いことが示されている3）。

　90年代末にかけて、景気過熱による内需の膨張があったとみられるが、後述するように、輸

入の増加という形で国内総生産を相殺した効果も大きく、全てが生産性の過大評価につながっ

たわけではない。したがって、情報資本への集中的な投資を通じて、米国経済が少なくとも70
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1 .生産性の上昇と紫無議環

今年1月にニュ…・オリンズで開催された米国経済学会では、 ITが生産性上昇に寄与して

いるとの見方が大勢となり、 ITの導入が進んでも生産性の上昇は実現されてないという「ソ

む…・パラドックスjはおおむね解?書された観を護したG しかし、その時既に、米国の r1 T 

景気jはピ}クを過ぎていたから皮肉である。ここで重要なのは、 ITの導入が長期的な成長

の基礎となる{生産性jに及ぼす影響と、 ITに関連した財・サ…ピスへの新需要が生みだす

f紫気循環jへの影響を、うまく整理することである G

技術革新によって生産性が上昇し、生産可能曲線が拡張するのであれば、分配上の問題は残

るものの、社会全体の所得が増加することは間違いない。 80年代から長い間論争となっていた

fソロー・パラドックスjは、部年代に入ると fニユ}・エコノミ}論jへと引き謎がれ、現

象部では、①生産性上昇の加速、②景気循環の消滅③株式相場の上昇、要因面では、①グロ

…パル化、②情報化、③規制綾和、@労働市場の変化に関連づけて論じられた。

その後、 ITの影響に関する実証分析では、 f情報化という要因で生産性上昇の加速が検証で

きるかJという点に絞って、数々の検証が試みられてきたo 一部に否定的な見解が残ってはい

るが2)、いくつかの分析結果によると、 90年代後半の米国経済は、生産性の上昇率が1-----1. 5% 

ポイント加速し、その5離から 7裂がITの寄与と確認されている(表1)。また、今年の大統

領経済報告では、 IT利用度の高い産業は利用度の怯い産業に比べて、労働生産性の上昇率が

3%ポイント高いことが示されている 3)。

部年代末にかけて、景気過熱による内需のj膨張があったとみられるが、後述するように、輸

入の増加という形で国内総生産を相殺した効果も大きく、全てが生産性の過大評価につながっ

たわけではない。したがって、情報資本への集中的な投資を通じて、米国経済が少なくとも70
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表1　米国の労働生産性上昇と1丁の関係
（o／o）

分析者
90年代後半の　　　　　　　　3生産性の加速（a）

…

ITによる生産性
ﾁ速の寄与度（b）

！1
c

Tの貢献割合
ib）／（a）×100

大統領経済報告2001 1．58 き O．80 … 50．6

議会予算局 1．10 ユ 0．60 耳 54．5

Jor£enson　and　Stiroh 1．00 』 0．50 … 50．0

Whelan 0．99 1 0．73
一
曹 73．7

Oliner　and　Slchel 1．04 コ 0．71 … 68．3

（備考）　｛‘EconcwoicReport◎f乞he　Pres　ldent　2◎01”C◎unc　l　l　of　Ec◎no艶ic　Advisers，　‘‘1）lgital

　　ECORomy　2◎◎ぴU．S．1｝epar　tgient◎f　C《）磯erceより作成。各分析結果は、推計期聞や

　　ITの定義等に相違があり、厳密な比較はできない。
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年代以降の停滞を脱したことは確かだといえる。

　その一方で、IT関連企業に対する過剰な期待が株価の高騰を招き、株式市場にバブルの様

相を生み出したのも事実である。特に、新興ハイテク企業が集まるナスダック市場でこの傾向

が強く、ピーク時（2000年2月）のナスダック総合指数は、景気拡大が始まった91年3月末と

比較すると9。7倍にまで高騰した（図ユ）。伝統的な企業も多く含まれるNYダウのピーク時（99

年12月〉は3．9倍であったから、ハイテク企業に対する期待が、この時期に著しく高まったこと

を示している。その後、2000年後半から景気減速しはじめると、：NYダウが1万～ユ万1千ド

ル圏内で推移したのに対し、ナスダック総合指数はピーク時の4割以下にまで急落した。ここ

数年の株式市場の動きは、典型的なバブルの形成と崩壊を印象づけるものであるc
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　2．変貌した米国経済の三局面

　こうしてみると、ほぼ10年間にわたる米国の好景気も、決して一様ではなかったことがわか

る。そこで本稿では、失業率とISバランスをもとに、91年第1四半期から2000年末までの拡

大局面を、①雇用なき回復期：91年第1四半期～93年第4四半期（3年間）、②健全な拡大期：

94年第：ユ四半；期～98年第2四半期（4年半）、③バブル期：98年第3四半；期～2000年第4四半期

（2年半〉の三期に区分し、特に二期から三期への変貌に焦点を当てて、米国経済の光と影を

浮き彫りにしていく。

　今回の景：気拡大に特徴的な90年代初期の「雇用なき回復」は、失業率の動向に良く現れてい

る。米国では景気が底入れして回復過程に入ると、失業率は通常1、2ヵ月で低下する。しか

し、90年代の回復期には、失業率が悪化を続け、景気の谷（91年第1四半期）のレベル（6。6％）

に戻ったのは、93年第4四半期のことであった。つまり、景気回復後も3年間は、厳しい雇用

情勢が続いていたことになる。FRBの金融政策をみても、93年までは景気刺激型のスタンス

が取られており、94年2月4日になってようやく、景気中立型に戻すためのFFレ・一トの引き

上げが実施された。この時期が一期から二期への移行期である。

　その後、90年越中盤から後半にかけて、低い失業率と物価の安定を両立させつつ、米国経済

は確かな成長を続けたe94年の成長率は4％を上回り、95、96年こそ3％薗後に減速したもの

の、97年以降は再び4％台の高成長が続いた。失業率は94年第4四半期に6％を切って5％台

に入り、97年第3四半期には4％台にまで低下した。一方、物価上昇率をみると、この間もユ％

から2％台葡半と落ち着いた状態で推移していた。しかしながら、一見すると健全な拡大を続

けているようにみえた米国経済も、実はその内部で変貌を遂げていた。それを端的に示してい

るのが、対外不均衡の急拡大である。

　米国経済は、80年代中盤に巨額の対外赤字を計上したが、90年代に入ると赤字幅は縮小し、

景：気拡大が続く中にあっても、赤字はGDP比1％程度で推移していた。ところが、98年第2

四半期に10年ぶりに2％台へ突入してからは急速に拡大し、99年第2四半期には3％台、2000

年第1四半期には4％台と、過去最悪の水準を記録するに至っている。対外不均衡は国内の部

門別貯蓄・投資バランスを鏡のように映し出しており、98年中ごろを境に、米国経済の内部に

何らかの変化が生じたと考えられる（図2＞。そして、これに符合するかのように、上述したナ

スダック市場での株価高騰が起きている。これが、本稿でいう二期から三期への変貌期である。

　3．もうひとつの双子の赤字

　対外バランスは、国内における家計、企業、政府という各経済主体の貯蓄と投資のバランス

を、個々にではなく全体として映し出しているに過ぎない。したがvて、第三期にみられる対

外バランスの悪化は、15年前と同じタイプの国内問題を映し出しているわけではない。重要な
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図2　個人貯蓄・連邦政府収支・対外バランス
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のは、各部門の状態であり、図2で明らかなように、この20年間で国内バランスは全く異なっ

たものになっている。80年代中盤は、民間部門の貯蓄で賄いきれないほどに拡大した財政赤字

が生み出したr双子の赤字」問題であった。これに対して、90年代後期は、政府部門が黒字化

する中で民間部門が大幅に赤字（投資超過〉となって対外バランスを悪化させており、別のタ

イプの「双子の赤字」といえる。

　問題は、民間部門の赤字の内容である。かつての臼本がそうであったように、企業部門が活

発な投資を行うことで赤字化しても、それ自体が問題となるわけではない。旺盛な企業投資に

よって新しい技術が供給サイドに蓄積されれば、生産性を改善し、将来の生産力拡大に貢献す

るからである。ただし、これにはr適切な投資でさえあれば」という条件がつく。98年以降は、

収益の伸び悩みで内部資金が減少する中にあって、積極的な投資がさらに上積みされており、

この構図には株式市場からの容易な資金調達が強く影響しているとみられる。

　他方、家計部門の大幅な貯蓄不足は何を意味するであろうか。90年代初期には6％台半ばだ

った個人貯蓄の対GDP比率は、99年第2四半期に1％台へ低下し、2000年に入ると遂にコン

マ以下の水準にまで転落している。それ以前から住宅投資は増勢を続けており、個人貯蓄から

住宅投資を差し引いた家計部門のバランスは、95年末から赤字基調となっていた。見逃せない

のは、赤字基調そのものではなく、この赤字幅が、98年後半から崩れ落ちるように、一気に拡

大したことである。これは、家計の行動に何らかの変化が生じたことを示唆している。
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　貯蓄と消費の関係をみるには、将来を含めた時間の概念が必要である。個人消費の説明変数

として、将来に対する期待や資産価値の変動を導入する理論としては、ライフサイク］V　＝恒常

所得仮説が有力である。資産価値を将来の収益流列の現在価値であると考えるならば、将来の

所得に対する個人の期待形成を重視する恒常所得仮説と、消費関数のなかに所得ばかりでなく

資産を含めるライフサイクル仮説の考え方は、いずれも、現在の消費が将来の所得という不確

実な要因を含む関数となっている点で共通している。

　この理論に基づけば、所得の変化が恒常的でないならば、つまり、一時的なものであると認

識されるならば、現在の消費には何ら影響を与えないことになる。裏を返すと、キャピタル・

ゲインなど、資産市場からの所得のかなりの部分が現在の消費支出に影響を与えているとすれ

ば、家計にとってそうした所得が一時的なものでなく、恒常的なものと認識されていることを

意味する。未実現のキャピタル・ゲインを含めて米国の消費関数を推計した山本（2◎00）によ

ると、90年代後期の個人消費の伸びは、金融資産の高騰によって3割も押し上げられ、GDP

成長率を◎．9％高めている。

　家計部門の赤字が急拡大した要因に、過度の楽観に基づく消費決定の可能性があることは重

要である。キャピタル・ゲインはインカム・ゲインに比べてかなり不確実である。実現、未実

現にかかわらず、人々がキャピタル・ゲインを恒常所得と認識しているならば、将来この種の

収入は減少したり、場合によっては損失（マイナスの所得）となる不確実性があることの認識

が欠落していることを意味するからである。

　4．過大な期待の形成とその崩壊

　もちろん、技術革新のもとで、フロンティアを切り拓くためには、慎重なリスク計算ばかり

でなく、価値消滅の不確実性を担うような、大胆な資金提供が必要である。イノペーシHンの

実現に、慎重さと大胆さを兼ね備えた投資家の存在が欠かせないことはいうまでもない。しか

し、過度の楽観による将来所得への安易な期待は、そもそも、リスクや不確実性といったこと

を全く認識しない資金までも資産市場へ流入させてしまい、投資ではなく投機となってバブル

を生み出す。

　ISバランスと株式市場の動向をみると、98年後半以降、米国で過大な期待が形成され、こ

の種の資金が内外から大量に流入したことを窺わせる。当時の経済状況を思い起こすと、8月

にロシア政府が行った通貨切下げと一部債務の不履行が金融市場の混乱を引き起こし、有力ヘ

ッジファンドの経営危機にまで及んだため、FRBが思い切った金融緩和を実施した時期にあ

たる。9月末に2年8ヵ月ぶりの利下げに踏み切ってから2週間後には、緊急電話会議による

追加利下げを決断、さらに11月に3回目の利下げも実施した。

　日本、東アジア、欧州、南米などの経済惰勢が不透明感を増す中、97年のアジア通貨危機で
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も利下げに踏み切らなかったFRBが、わずか1月半で3回の利下げ（5．・5％→4．75％）を実施

したことで、世界の中で唯一米国経済の先行きに安心感が広がり、ドルへの信任が一段と強ま

ったものとみられる。米国経済に対する世界の期待は、翌99年5月のOECD閣僚理事会の様

子からも読み取れる。会議では、欧州やH本は米国の工T革命を見習うべきという趣旨の発言

がドイツやフランス側から潤せられている4）。

　こうして米国に流入した資金が1T関連株の高騰を生み出し、株高は企業の資金調達を容易に

して投資を拡大させると同時に、資産効果を通じて家計の消費支出をも増大（貯蓄を減少〉させ

た。そして、内需の盛り上がりが、さらなる期待へと結びつくユーフォリアの循環を生み出した

とみられる。こうしたムードは、技衛的な可能性の広がりと相乗して、AT＆Tなどの通信企業

に、爆発的な通信需要の増大を見込ませることになり、光ファイバー網の敷設といった大型投資

を促したばかりか、最：新の高彫インフラを整備した不動産開発事業をも煽ることになった。

　しかし、遠い将来はともかく、当面の需要に対しては、かなり過大な投資が累積されて供給

過剰となり、通信料金は現在大幅な値倒れに直面している。この夏には、ひと月で1割から2

割程度下がったとも伝えられている。当然のことながら、通信関連投資は大幅に縮小され、大

型投資の継続を見込んだ通信機器メーカーのビジネスを直撃することになる。光ファイバ・・・…製

造のトップ企業コーニング社は、今年5月から8月までに1140人の人員劇減を実施したが、9

月上旬には、追加策として、ニュ・一・一・ハンプシャーでの工場新設を取りやめて、建設途上の施設

を売却することにした他、光ファイバー部門でさらに千人規模の人員削減を行うと発表した。ま

た、ハイテク企業の連なる128脚線を擁するボストン周辺地域では、2年ほど前から始まったI

Tインフラ完備の不動産開発ラッシュが裏目に出て、床面積の過剰が顕著になっている。LChman

Br◎thersと不動産ブローカー・のC雛s㎞＆Wakef　i　e　l　dの共同調査を報じたBbs　ton　Glebe　ma（8

月27日付）によると、こうした目的で進められた開発スペースは、北米全体で7700万f2（ボスト

ンを代表するプルーーデンシャル・タワー・ビルの50棟分）に達したものの、需要の目処がついて

いるのは56割弱過ぎず、ボストン周辺地域に限るとわずか25％の低さに留まっている。

　ネット・ブームの中で、通信分野を中心に過大な期待が短期間に形成され、架空の需要に反

応したストック調整（＝過剰投資〉が生じたものといえる。これは、まさに「証券市場の過熱

化を経由した過度の1＞Sを『きっかけ」として発生した」（篠原：、2001）景気後退そのものと

いえるだろう。

　5．資金の性格と経済再生の速度

　このように、過去10年間の米国経済を振り返ると、工T投資によって、70年代以降停滞して

いた経済の再生が実現された反面、景気拡大の長期化が過剰な期待となってバブルを生み出し

たと特徴づけられる。その意味では、冨頭で述べた「生産性の上昇」とバブルを伴う大型の「景
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気循環」は、新技術の導入（識ITイノベーション）という同根が引き起こした表裏一体の現

象といえるだろう。

　7、8月の経済指標をうけて、米国の景気は最悪期を脱しつつあるのではないかという議論

も一部にはみられた。しかし、IT関連企業の業績に対しては依然厳しい視線が向けられてお

り、株価は弱含んだままである。ISバランスに関連付けて米国経済の今後を懇望するならば、

国内の貯蓄不足をファイナンスした外国からの資金が、マクU的にみてどのような性格の資金

として累積されているかが鍵ではないかと思われる。80年代は国債という形で債券市場に累積

されたが、90年代は株式市場に累積された。金融・資本市場を通じて相互に密接につながって

いるとはいえ、両者の資金性格は本質的なところで異なっている。髄者はデット（債務〉であ

るのに対し、後者はエクイティ（資本）だからである。

　この違いは、企業倒産など過去の失敗を清算する場面で鮮明になる。デットの場合は期限ど

おりに全額償還することが前提なので、通常は時間をかけた処理にならざるを得ない。償還繰

延べや債務の減額、免除を行う場合も、決着までの間は不良債権処理の交渉という形で問題を

引きずることになる。これに対して、エクイティの場合、事業の失敗は投資家が出資の範囲で

全額負うことが前提となっているため、ルールが明確で対応が迅速である。もちろん、逆資産

効果が家計と企業に及ぼす影響の大きさや、株式市場を舞台にした流動性の高い資金移動がも

たらす撹乱要因の深刻さを考慮しなければならないが、企業再生という面に関する限り、後ろ

向きよりも前向きのところにエネルギーが集申されやすい資金といえる。

　新聞報道などをみると、米国ではIT関連企業が業績不振で倒産する例が増加し、在庫製品

ばかりでなく設備や販路などの営業資産を安値で放出する動きが起きている。その結果、生き

残った企業や新規参入企業は、格安で入手した経営資源をもとに、安い料金で新たな事業を開

始して軌道に乗せることが可能になっている。こうした新陳代謝の激しさは、雇用などの面で、

個人にとっては厳しい状況をもたらすことになるが、新たな始動を容易なものにすることも聞

違いない。その意味で、同じバブルの崩壊とはいえ、米国では、「失われた10年」に日本が経験

したものとは異なる躍動が感じられることもまた事実である。

［濁

1）本稿執筆に関連して、三和アセット・マネジメントの古屋秀樹氏、摂本政策投資銀行の品田

　直樹氏にはデータの収集の面で大変お世話になった。記して感謝の意を表したい。

2）例えば、R◎bert　Gord◎nなど。しかし、かつて否定的な見解を示していたKruga　nは一定の

　効果を認めている（いずれもCharting　（］ur　Cburse∫虞ゐe出血CO澱。剛，舳er　i　ca簸Ecenom　i　c

　Ass◎ciation，　Aimual　Meetiag　at　New　Orleans，　Jan．6，2001での発言）◎

3）ただし、その後の統計改訂により、90年代後半の生産性上昇率は年率2．　9％に下方修正された。

　しかし、それでも73年から95年までの年率1．4％に比べると高いことに変わらない。
4）OECD（）ouncil　Meet　i㎎at　Minister　Leve1，（lOmmunique，　Par　i　s，26－27　May　1999の第；5項

　目および『H経新聞」1999年5月27臼夕刊、参照。
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補論　テロ事件の影響と今後の展望

追記
　本論の脱稿後、9月11日にニューヨ…一一・クの世界貿易センターとワシントン近郊のペンタゴンが

テロ「攻撃」を受けた。両施設は、経済力と軍事力の象徴といえるもので、建国来経験のない中

枢部の被害に、米国社会は大きな衝撃を受けた。この事件（米国では、この「攻撃」は宣戦布告

であり、新たな「戦争」に突入したと受けとめる報道が続いている）が経済に及ぼす影響につい

て、本論との関連も含めて、短期、申期、長期の観点から三つのことを言及しておきたい。

　現実味を帯びるリセッション入り

　第一に、短期的な影響について情報を整理しておこう。米国経済は昨年後半から減速し、今

年4－6月期のGD：Pは年率◎．3％増と、ほぼゼm成長になっていた。したがって、テロ事件よ

りも前の段階で、エコノミストの関心は7－9月期に景気が底を打って年末から回復軌道に乗る

か、そのまま景気後退局面を迎えるかどうかに集まっていた。その意味では、楽観的な見方で

あっても、減速が最終局面を迎えるこの夏には悪い指標が相次ぐと予想されており、その中に

反転の兆しが読み取れるかどうかが鍵であったi）。今回のテロ事件は、このような微妙な時期

に起きた事件だけに、景気回復シナリオは崩れて、7－9月期に続き10－12月期も連続してマイナ

ー）　例えば、8月中旬に発表された7月の生産指数は、1◎ヵ月連続の低下となったものの、わずか0．1％

減と、二二の予想よりも良い内容だった。8月16　H付Bos　tox　Giobe紙によると、在庫調整の進展と併

せて生産は下げ止まりの気配がみられ、エコノミストの中には、工業生産は最悪期を脱して9月ごろ

からは増加傾向に転じると判断する意見もみられた。また、テロ事件から約1ヵ月後の10月15日に発

表された8月の在庫統計に関する報道でも、テロ事件直前までは順調な在庫調整が進んでおり、小売

売上は増擁への準備が整っていたとの見解が述べられている（1◎月16鑓付Ney　York　Times）。
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表A　航空会社のレイオフ数

（人〉

会　　社　　名 全従業員数 レイオフ数

A田erlca轟＆丁職 138，5◎◎ 2◎，◎◎0

ぴ無ited 玉0◎，5◎◎ 20，◎◎◎

Delta 81，000 13，000

C◎就1轟e轟tal 56，◎◎◎ 12，◎◎◎

US　Airways 46，5◎◎ 11，◎◎◎

Northwest 53，000 10，000

その他の中小7社計 36，65◎ 7，59◎

合　　　計 431，15◎ 93，59◎

（備考）各種報道資料を基に筆者作成。

ス成長になるという、リセッション入りの可能性がかなり現実味を帯びてきたといえるii）。

　短期的な影響について具体的にみていくと、破壊による人的・物的な直接被害が甚大である

ことはいうまでもないがiii）、旅客機という身近に幅広く利用されている輸送手段がテmの道具

になり、全米の空港閉鎖という異常事態と再開後も続く乗客者数の減少が、航空、観光、娯楽、

飲食、小売などの業界を直撃している。出張計画や観光旅行の見合わせ、あるいは鉄道など他

の輸送機関への切り替えによりiv＞、事件直後は出発便を2割削減したにもかかわらず、半分が

空席v）という状態に陥った航空業界では、既に10万人規模のレイオフが発表され、航空機製造

のボーイング社も3万人のレイオフを発表した（表A）。

　短期的な影響の広がり

　ここ数年の施設拡張で、ショッピング・モール化した空港の物販・飲食店の打撃も大きく、

上位25空港のモールの売上は約40％減少していると伝えられている。業界団体のAirports

Council　Intemat　iona1は、国内の空港全体でみると損失は30億ドルに及び、物販・飲食関連

で約1万人がレイオフされるのではないかと予想している。航空会社の支払う利用料の他、モ

ールに入居しているレストランや店舗、レンタカー会社などからの施設利用料、駐車料収入等

ig　グリーンスパンFRB議長はi◎月17鷺の議会証言で、経済の現状は一般に懸念されているほど深刻

ではなく、景気後退は一時的であると述べているが、ババi…ド大統領経済諮問委員会委員長は、政府

高官として初めてリセッション入りの可能性が高いと述べた。
ili）　1◎月1臼付Bus　iness　ifeek誌によると、ニューヨークの琶界貿易センター・ビル再建には、5年

から7年の年月と100億ドルの資金が必要と試算されている。また、Mo　rgan　Stanleyによる保険金支

払い額の推計によると、不動産保険（90億ドル）、損害賠償（90億ドル）、生命保険（60億ドル）の他、

営業停止保障（110億ドル）や賃金保障（4◎億ドル）を含めて総額39（臆ドルの規模に達する。
｛v）　9月25日付Nev　York　T面es紙は、全米に220◎マイルの鉄道網を擁するArntrakの一一臼当たり乗客

数が、事件後35％増加し、約2万人／日になっていると報じている。
v）　乗客数でみると、事件直後には半減したが9月末ごろまでには蔚年比2割強の減となっている。
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表B　主要都市のホテル稼働率

ニュー滋一ク ボストン ワシントンDC 滋サンゼルス

テロ事件前 80～9◎％ 70～80％ 80～90％ 7◎～8◎％

テロ事件直後 約蔭◎％ 約35％ 約25％ 約4◎％

9月下旬 約5◎％ 約5◎％ 40～50％ 魂◎～50％

（備考）9月3◎臼付New　York　Tiraes紙の報道内容をもとに筆者作成。

に依存する空港ターミナル・ビル施設の経営状態が悪化するのは避けられないとして、㎞dゾs

は、関連債券の格付け見直しを検討しているが、湾岸戦争時に約1Qヵ月で回復した乗客数の落

ち込みが、今回の場合、どれだけ長引くかの見極めが難しいといわれている。

　空港利用客の減少によるレンタカ・一・　as要の低下は、基幹製造業である自動車業界にも影響す

るとみられる。今年の国内販売は昨年の1730万台から1620万台へ減少し、来年はさらに1520万

台にまで減少するとみる専門家もおり、特に、レンタカー会社への販売依存が高いビッグ3へ

の影響がより大きいと懸念される。他方、主要都市のホテル客室稼働率をみると、ニュー製一

ク、ボストン、ワシントン、ロサンゼルスのいずれも、事件直後の落ち込みからはいくぶん回

復しているが、依然としてδ割程度のかなり低い水準にとどまっており、旅行客減少の大きさ

と広がりを物語っている（表B）。

　もちろん、事件直後の混乱が一段落して経済活動が通常に復帰してくれば、需要はある程度

回復してくるであろうし、景気が加熱しきったピーク時ではなく、既に1年近く減速を続けて

いた時期でもあり、持ち直した後の落ち込み幅はそれ程深刻ではないという見方も一一部にはあ

るvi）。しかし、いかに懐の深い米国経済とはいえ、消費者心理の冷え込みが急速で広範なだけ

に、ある程度の大きさでマイナス効果になることは間違いない。

　このような緊急事態を受けて、FRBは10月2日に今es　9回目の金利引き下げを実：施した。テ

ロ事件発生から3週間で2回の引き下げ〈合計1％ポイント〉である。その結果、年初に6．5％

だったFFレートは2。5％と、39年ぶりの低水準になった。さらに、景気のてこ入れのため、こ

れまで議会の合意が得られにくかった減税や政府支出などの本格的な財政政策が、金融政策に加

えて実施される運びとなり、直接的に需要を押し上げる手段として効果を発揮するとみられる。

積極的な財政支出への転換と効果

　第二点目は、企業や消費者心理の冷え込みによる需要の減少と、財政出動による需要創出の

効果をどうみるかということである。財政政策については、今回のテロ事件に対応して既に、

嚇　　9月16　H付B◎st◎n　Globe紙　“Market　sta照＄就f◎rk　in　road鱒参照。
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救助・復旧、軍事関連への400億ドルの緊急支出と150億ドルの航空業界救済措置が決定されて

いる。これに加えて、経済対策としてどの程度の財政支出が必要か、また、その内容はどのよ

うなものにするかが9月下旬から重要な論点になっている。

　財政政策の内容については、レイオフ急増に対処するため、失業手当の支給期間延長（最長

26週間期限を少なくとも39週以上にするという措置）が政府と議会の間で合意されているもの

の、減税を巡っては、累進税率緩和や企業収益税の軽減、キャピタル・ゲイン減税などを恒久

措置として実：施したい共和党と、社会保険料負担の軽減を含め、臨時的な減税を低中所得者層

へ手厚く実施したい民主党との問で議論が分かれている。

　他方、規模の問題は、景気浮揚効果と長期的な財政規律との兼ね合いが焦点になっている。

2002年会計年度（2001年10月から2002年9月）の連邦政府の財政黒字額は、景：気減速や先に決

定された緊急支出等により、当初予想の1760億ドルから52◎億ドルへ下方修正されている。景気

を刺激するにはかなり大規模な支出が望まれるが、長期的な財政規律が失われる懸念が市場に

生まれると、国債発行の増大を見込んだ長期金利上昇（国債価格低下〉を引き起こし、効果が

相殺されるため、そのバランスを巡って政府、議会、FRBの問で検討が続けられている。先

の緊急支出に加えて600億ドルから750億ドルの財政支出というブッシュ大統領が打ち出した提

案が、そのまま通るかどうかは不明であるが、伝えられている内容からは、先の緊急支出も含

めて1000億ドル程度（約12兆円）がひとつの目処になっており、大規模なものであることは間

違いない。

　この大規模な財政支出が中期的にもつ意味を、本論で展開したIsバランスの観点から考え

ると、次のように整理できる。既に指摘したとおり、財政が黒字化する中で急拡大した今臼の

対外赤字は、過度の楽観による過剃な出入消費が原因であった。米国経済が抱えていた問題は、

そうであるにもかかわらず、減速を強めている経済が、個人消費や住宅建設といった家計部門

の支出に支えられ、また、当面の景気浮揚のために、それに頼らざるを得ないところにあった。

　その意味では、今回の事件を契機に、過度の楽観で大幅に赤字化した家計の支出が抑制され、

同時に、スパイラルな景気減速を防止するため黒字化した政府が財政支出を行うという組み合

わせば、必ずしも悪いものではないといえる。問題は、消費落ち込みの程度と財政支出の規模、

タイミング、内容がうまく噛み合うか、また、長期的な梶点から放漫財政に陥らないような財

政規律の維持が可能か、そして何より、積極的な金融・財政政策の実施により、再び家計部門

が過度の楽観による過剰消費に陥らないか、という点にある。

消費者心理と軍事支出の長期的影響

　これらの点は、消費者心理や軍事などの財政支出が、この先どうなるのかという意：味で、第

三点欝の長期的な影響の見方に関わってくる。これは、米国本土中枢部へのテU「攻撃jとい

14 Eoo－FORUM　VoL　20　No．3



う安全保障上の問題が、消費者心理や軍事支出という経路を通じて、長期的に経済へどう影響

するかという問題である。これまで述べてきた短期と中期の議論では、今回のテロ事件が、米

国社会を一種の戦時体制に追い込んだという面をあまり考慮していない。事件が早急に解決す

れば、消費者心理の急好転と財政支出の増大が重なって、再び過剰な国内需要を生み出すこと

も懸念されるが、政府も議会もFRBも、むしろ今回の事件の解決が長期化することを覚悟し

ているからこそ、積極的かつ大規模な金融・財政政策に踏み切ったといえる。

　それでは、事態の長期化（鴛戦時体制の長期化）は、経済にどのような影響を及ぼすと考え

られるであろうか。完全な決着に時間がかかることは止むを得ないとしても、事態が確かに進

士しているという明るい見通しが国民の問で実感できるかどうかが、重要なファクター一になる

と考えられる。9月11　Hのテロが、「事件」ではなくr攻撃」と表現される時、心理の底に「戦

争」という言葉がかなり強く意識されている。しかも今回は、それが遠い外国ではなく、米国

内の有名な大都市で起きた。独立戦争と南北戦争を別にすると、国内が戦禍にさらされた経験

をもたず、まして建国後外国から申凸部を「攻撃」されたという歴史もない米国民にとって、

この事実は恐怖を身近に感じさせる引き金となり、人々の心理に重苦しい影を落としている。

　米国では街のいたる所で星条旗を目にするようになった。戦時ムードが高まり、愛国心が惹

起されているとみられるが、こうした政治的にはプラスになる心理の高揚も、経済活動の面か

らみると、消費者と企業の心理を冷え込ませ、需要のスパイラルな落ち込みを誘発させかねな

い。米国ではこれから年末に向けてクリスマス商戦を迎える。小売業界にとっては、この時期の

売上が年間利益の半分を占めるといわれており、業績に大きく左右するだけに、毎年華やかな広

告合戦が繰り広げられるが、今年は、例年のお祭りム・…tドを自粛する動きもみられ始めたvii）。

喪C　今回の事件に対する世論の動向

質問項目

今贋のテ鷲事件は米国

�岺?ﾖ導くか（YESと

嘯ｦた：割合〉

米軍兵士が数千人以上

寛?ｷるとしても軍事
s動をとるべきか

テロ攻撃から米国を守るため、ある程度個－人の自由が犠牲になるのはやむを得ない

國答内容

56％　（9月11－12日）

U8％　（9月13－1媚＞

W5％　（9月20－23日）

臓S〈72瓢）：錘◎（21瓢） 聡S（79％）：賢◎α9繋〉

（備考＞1勧驚炊7勧es紙が9月2◎8から23露にかけて全米で行った電詣による世論調査結果（9肩25欝紙面）

　　をもとに筆者作成。

vの　例えば、華やかな若者向け広告で有名な衣料小売のAbercrembie＆Fitchは、内容やトーンが自

評の情勢にふさわしくないとして年末に向けた広告を中止すると発表した（10月17日付New　York　Times

紙）。また、高級百貨店のサックス・フィフス・アベニューは、クリスマス商戦の呼び物として準備を

進めていた、マンハッタンのスカイラインを継ったダイヤモンドと金のブレスレットの変更を検討し

ている。また、コカ・コーラ社は　“Life　tastes　g◎◎d”　というスローガンを取りやめ、マイクロソ

フト社も2億ドルをかけたWindows　XPのキャンペーンからf飛行」のイメージを外した。
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　今回の事件では、軍事的に強硬な姿勢を貫いているブッシュ大統領も、経済の話になると、

企業や消費者の心理に対する影響を考慮し、B常生活とビジネス活動の平常化を国民に盛んに

訴えている。ジュリアー二・：ユーヨーク市侵も、事件から約3週間後の9月末には、市民生

活とビジネス活動の完全復帰を強調した。その一方で、同じ日に司法長官が、追加的なテロの

危険性があるとして、国民に注意を呼びかけているところに今回の事件の複雑な特徴が現れて

いる。時間の経過とともに、平静さが取り戻されてはいるが、国内で薪たな事件が起きるよう

なことになれば、不安心理が再び高まることは間違いないviii）。

　事態に進展がみられず、解決の目処が立たないような状況に陥れば、人々の間に疲弊感が募

り、個人消費や民需に依存した企業の投資に暗い影を落とすことになるだろう。その一方で、

軍事関係の支出がズルズルと増大して、財政規律が失われていくことになれば、資源配分が90

年代とはかなり違ったものになることは間違いない。中期的には望ましい組み合わせ（消費の

柳制と財政による下支え）も長期化すると好ましからざる結果（民間活力の低下と放漫財政）

をもたらすことは、90年代のH本経済や80年代の米国自身の経験からも明らかである。経済問

題がビジネスの枠を超えた国際政治や軍事・安全保障の動向に密接に関係してくるという意味

では、クリントン政権時代とは明らかに様相が異なっている。米国経済は21世紀早々、ITバ

ブルの崩壊に加えて、新たな難題を背負い込んだといえる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20◎1年1◎月2◎日〉

頼童）　背後関係は不明であるが、炭疽菌入確の郵便物が報道関係者や議会関係者に送り付けられるとい

　う事件も起きている。
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