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         『世界不均衡を巡って 

─ 世界経済の構造変化の視点から ─』 

                                   木下 悦二 

Ⅰ．世界不均衡について 

 世界経済の構造変化を私は次のように捉えている。冷戦下の世界経済は資本主義圏、社会

主義圏、発展途上国の３極せめぎあいの姿を取っていた。ソ連崩壊後、旧社会主義圏と発展

途上国が市場経済を介して資本主義世界経済に包摂されるにいたった。この世界経済の変化

がグローバリゼーションと捉えられ、中国やインドなどの膨大な労働人口参入の影響に注目

が集まっている。「世界不均衡」はこうした状況下で生まれた問題である。これを取り上げた

のは米国の経済学者たちで、米国の経常収支赤字が 2002 年以降急拡大する状況に危機感を抱

いためである。かれらが貯蓄投資論に立って展開する議論に賛同できないので、違った視点

から三つの疑問と三つの数字のパズルを提起したい。 

 

Ⅱ 国際通貨ドルの特性 ─ 予備的考察 ─ 

 国際通貨ドルがアメリカ経済に及ぼす効果には三つの側面がある。 

 ①国際通貨国には負債決済が許される。経常収支赤字国は外貨を稼いで決済(資産決済）し

なくてはならないが、基軸通貨国アメリカは国際通貨ドルで決済できる。それには米ドル紙

幣決済とドル為替決済とがある。連銀券の出自は中央銀行の一覧払い手形＝無利子の債務で

あるけれども、現実には現金として通用している。90年代末頃で流通する連銀券の2/3の 2500

～3000 億ドルが国外にあるといわれた(Allison,1998)。だが、連銀券の流出は個人や海外派

遣米軍、地下経済などを通じてであって、国際貿易・金融取引はすべてドル為替決済である。

為替決済では受け取るのは在米為替銀行へのドル建て債権である。 

ドル為替決済は負債決済であって、ユーロ・ダラーを除くと、資金は１ドルも米国国外に

出ていない。支払ったドルが米国外でどのような取引に用いられ、保有者を転々しても、こ

のドルは米国内に留まっている。ドル取得者はドルの取引通貨機能を期待する部分を在米銀

行の流動性預金として保有するものの、残余はドル建て証券や、リスクのない米国債、公債

の購入に当てている。つまり、国際通貨国の場合、経常収支赤字はそのまま国内の金融資産

として維持される。 

多くの論者はこれを国外に出たドルが改めて米国に投資されるように論じている。このよ

うに資本投資として環流すると解釈するため、対米投資の有利性を強調する羽目に陥ってい

る。むしろこれは「拘束された対米投資」である。この「拘束された対米投資」と、自発的

国際資本取引（対外・対米資本流出入）と重なるところもあって、厳密には区別できないけ

れども、経常収支の赤字額は純資本収支流入額とほぼ等しい。つまり経常赤字は一種の信用

創造によってドル取得国に資金を積み上げ、同時に米国内金融市場の資金喪失とはなってい

ないのである。金本位制の下であれば、金流出阻止のための金融引き締め政策を強制される

のと比較すればよい。これこそがまさに国際通貨国の「法外な特権」である。 

 ②国際通貨国アメリカにとって、対外資産の 2/3 程度が外貨建で、負債のほとんどはドル

建てである。そのため、ドルが減価すればするだけ、対外債務の減価、すなわち累積債務の

一部切り捨てが行われる。もちろんドル相場が高くなれば、逆の効果で生まれるものの、ニ

クソン・ショックに続く事態や、プラザ合意後の経過では、この切り捨てが実効を上げた。 

 ③基軸通貨国といえども相手国の為替制度を一方的に左右できない。そのためドルの価値

切り下げを自らの手で自由に行えない。ニクソン・ショックの時がそうだった。変動相場制
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の今日、世界有数の外国為替市場を持っているアメリカであるだけに奇妙なようだが、ドル

価値の変動は相手国に委ねられている。そのことは、円高に追い込んだプラザ合意を想起す

れば明らかであり。いままた中国に対して人民元切り上げ圧力を加えているのもそのためで

ある。 

 

Ⅲ．三つの疑問 

１．世界不均衡拡大下で好況を持続できている根拠は何か？ 

 米国の 90 年代の繁栄は 2000 年の NASDAQ バブル破綻を契機に不況に落ち込んだ。2002 年

夏には景気が二番底に陥るかもしれないと、世界中が大騒ぎしていた。加えて、ブッシュ政

権は減税と対テロ軍事介入に伴う財政赤字によって、経常収支赤字を拡大しながらも、ベト

ナム戦争の負担によるニクソン・ショック、レーガンの軍事力強化で生じた双子の赤字によ

るプラザ合意の時ほど切迫した情勢にない。むしろ現在まで、米国も、世界も好況を謳歌し

ている。何故か？ 

 米国の経常収支赤字の拡大は、中国、インドのような低賃金良質労働力供給国の資本主義

世界経済への参入とそれに伴う石油価格上昇に依るところが大きい。つまり日本を除くと発

展途上国との貿易収支赤字の大きいことが問題の中心にある。バブル破綻後の産業投資の低

迷に対して、景気回復を主導したのは住宅ブームであり、その資産効果による消費拡大であ

った。それをささえたのが低金利である。この低金利は連銀の不況対策としての低金利政策

だけで実現したとは言えない。低金利を可能にしたのは、先に見た「拘束された対米投資」

の役割が大きかった。経常収支の赤字拡大がかえって米国金融市場の資金量を豊かにしたば

かりでなく、具体的には、その資金を米国国債の購入に向けることで、財政赤字増大に伴う

クラウディング・アウトによる金利上昇を阻止し、住宅金融三公社の公債購入で住宅購入資

金の供給を助け、直接に住宅投資ブームを支えた。つまりこれらの資金がこの期の歴史的低

金利を実現したのである。短期政策金利の引き上げにもかかわらず、長期金利が低く安定し

ているいわゆる「グリーンスパンの謎」(Greenspan,2005)もこの状況の下で起こったと見て

良い。 

加えて旺盛な消費需要に中国などからの低価格消費財の輸入が応じた。これが景気の下支

えに役立ち、現在まで継続する好況局面を特徴付けている。さらに輸入消費財の低価格は、

石油・資源価格の上昇にもかかわらず、消費者物価の低位安定を支え、低インフレに貢献し

ている。 

 確かに好況の持続に IT 技術革命による生産性の上昇や金融技術革新によるリスク・トラン

スファー手段の発展の役割も大きいであろうが、連銀首脳たちの間から異常とか謎とか言う

表現が盛んに飛び出す現在の国際収支不均衡下の歴史的低金利、低インフレならびに長期活

況の背景には、国際通貨ドルの「法外な特権」と中国、インドなどの資本主義的世界経済へ

の参入があったと考える。 

２．年率二桁前後の成長を続ける国が貯蓄過剰・投資不足といえるか？ 

ａ）中国の対米貿易黒字と外貨準備 

 貯蓄・投資論からは、発展途上国の過剰貯蓄が強調される。しかし、中国のように GDP の

40%を投資に振り向け、年率 10%前後の高成長を続ける国について投資不足といえるであろう

か。とりわけ、米国の主流派の人々を苛立たせているのは中国の対米貿易黒字であり、過剰

な外貨準備蓄積である。ここに二つの問題がある。 

 ①ブッシュ政権の財政赤字で国債を増発し、黒字国政府が累積するドル準備でこの国債を
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買っている。とりわけ外貨準備蓄積の急増する中国に注目が集まる。経常収支と財政赤字は

中国の米国国債購入に支えられるところが大きい。これは中国政府の意志に左右されるわけ

で、「主流」はこれに我慢が出来ないのである。国債購入を買い控える「金融テロ」(Summers, 
2004)に不安を感じ、geo-strategic 観点からは米国に取り最重要挑戦者である中国(Roubini, 
2005）に赤字金融を握られるのに耐えられないという。ここに主流の見解の要点がある。だ

からかれらの不均衡対策の重点が人民元のペッグ解消に向かうのである。 

②米国の対中貿易収支赤字は赤字全体のせいぜい４分の１程度である上に、加工貿易構造

を考慮に入れなくてはならない。中国の輸出には中間財生産国の代理輸出を含んでいる。つ

まり米中貿易が中国の外貨準備蓄積に果たす役割は見かけほど大きくない。外貨準備増は総

合収支の黒字に対応する。経常収支赤字を資本勘定の流入超でカバーされる国と違って、中

国のように貿易収支黒字国では、流入する外国資本・資金はそのまま外貨準備の増加に繋が

る。中国では 2000 年初から 2005 年末までの外貨準備増加額は 6640 億ドルに及んでいるが、

この間の経常収支黒字総計は 3470 億ドルに止まり、純資本流入額は 2910 億ドルに達してい

る(BIS,2006,Table 1)。中国のドル準備増は、対米貿易黒字はもちろんのこと、貿易黒字全

体とも一致しない。貯蓄・投資論者のいう中国の｢過剰貯蓄｣には、対中投資を行う米国を含

む先進国側の貯蓄も含まれていることになる。 

ｂ）発展途上国の二重経済モデル(輸出経済＋前近代的自給経済)  

 発展途上国については、二重経済モデルで考えてみたい。ここでいう二重経済とは発展途

上国は「輸出経済＋前近代的自給経済」からなっていると捉えるモデルである。輸出経済に

は資源輸出型と輸出加工区型がある。 

前者の産油国の場合、資源輸出と国内経済の発展が有機的に繋がっていない国が多い。植

民地制度下では資源を外国資本に支配されていて、収益は国外に持ち出され、国内経済の近

代化には貢献しなかった。資源ナショナリズムの成果で、今では稼いだ外貨を経済の近代化

に振り向ける上で大きな障碍が無いけれども、その能力・条件に欠ける国が多い。それで稼

いだドルを米国国債に投資する外に、国際金融市場（多くはロンドン市場）を経由して米ド

ル資産に投資されている。 

 後者のアジア新興市場国のように工業化に取り組む国では、輸出加工区で外資企業によっ

て輸入中間財を加工し、そのまま輸出する。それによって労働力の雇用と外貨獲得を実現す

る。この外貨を国内の前近代的経済の構造改革に役立てる。アジア NIEs も中国もこれによっ

て成功を納めた。これは一面では、多国籍企業によって展開されつつある世界生産ネットワ

ークとも密接に対応している。輸入中間財を加工・組立した製品を輸出して、その付加価値

を外貨として稼ぎながら、外貨と工業化の経験とを活用して国内経済の改造に向かうのであ

る。到達目標は近代的国民経済の形成である。こうして生まれた高成長だが、国の規模が大

きいほど、また発展水準が低いほど、国内開発には曲折を伴う長期の過程となる。しかも、

外国資本に依存した輸出経済の下では、貿易黒字に加えて金融取引黒字も伴う。こうした構

造は過剰貯蓄論では捉えられない。 

３．ドル価値切り下げが米国の経常収支均衡をもたらすか？ 

「主流」はドルの切り下げ、それも大幅の切り下げで貿易収支の均衡が回復するかのよう

に論じているが、米国経済と世界経済の構造変化がその達成を困難にしていると考える。確

かに、米国の貿易収支の赤字はむしろ構造的であるとして、輸出入の所得弾力性格差から説

く議論もある説明もある。ここではその根底にある米国の産業構造に注目したい。 

①脱工業化ないし知識社会化は人類社会の一般的発展傾向といえるが、米国はその先頭を
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進んでいる。米国の産業別付加価値を GDP 比でみると、1960 年には 35.5%であった財の生産

が 1995年には 22.1%、2005年には 19.9%になっている。製造業についてみると、それぞれ 25.3%、

15.9%、12.1%となっている。製造業、とりわけ米国国民経済に占める貿易財生産の著しい地

位の低下が窺える。しかも、非生産業務が製造業から遊離してサービス業化する傾向を背景

に、サービス業務のインドへのオフショアリングや、対外資産負債統計に示される金融資産

の GDP 比上昇に見る金融業務の拡大を含め、経済のサービス化はその傾向を押し進める結果

になっている。 

②製造業に就いてみると、米国の比較優位産業は軍事・宇宙部門であり、これらは非貿易

財であって、貿易上の国際競争力の強化に役立っていない。むしろ、優秀な技術者をこれら

の部門に集中した結果が、伝統的に輸出産業としての地位を誇っていた自動車、鉄鋼のよう

な部門の立ち後れをもたらしたと言えよう。 

③90 年代の成功で IT 部門は世界に誇る米国の優位産業である。産業の輸出入の対生産比

が、米国経済全体では平均 10%に止まっているのに対して、IT 産業では 70%を超えている。

如何に国際化しているかが判る。しかし、最近では、米国の IT 企業は国際投資と貿易を通

じて、多様な生産段階を外国に振り向けて世界生産ネットワークを拡大することで大いに発

展している。その結果、コンピュータや事務用製品のような中核 IT 部門で大きな貿易赤字

に陥っている(Economic Report of President, 2007)。つまり、財生産の面では、国際輸出競

争力を失って、むしろ輸入産業化している。対外直接投資は輸出代替効果を超えて、輸入拡

大効果を伴っているのである。 

こうした点を考慮すると、たとえドルの大幅切り下げが実現したとしても、米国の貿易収

支均衡化が達成できるとは考えられない。実績に就いてみよう。プラザ合意後の 1987-1991

のドル減価による 1991 年の経常収支の黒字化において、貿易収支の改善効果は 47%に止まっ

ている。1991 年の黒字化は米国の不況に伴う国内需要減少に依っていた。今後も国際収支の

均衡化が起こるとすると国内需要縮小に伴う輸入減によるものと思われる。 

 

Ⅳ．米国経済の三つの数字のパズル 

 米国経済の三つの数字とは、累積経常収支赤字、国際投資残高、所得収支である。 

１．dark matter 論との関連で 

 dark matter 論とは、累積経常赤字が巨額になるにもかかわらず、所得収支は黒字を維持

し続けたのは、統計で捉えられていない米国の資産があるからだとする主張である(Hausmann 

& Sturzenegger,2005)。その何かが物理学でいう dark matter だとして、それを知識、流動

性、保険といった無形資産に求めようとした。 

 

★             第１表 米国の投資対象別国際投資ポジション（2004 年）  

                                 資産         負債      差額 

                                 9,973         -12,515   -2542 

     金利対応                3,935          -7,550      -3615 

         固定収益証券           959          -4,664      -3705 

         銀行その他             2,976          -2,886         90 

     株式                     2,520          -1,929        591 

     対外直接投資          3.287          -2,687        600 

     その他                     231            -350       -119 
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これを巡る議論に直接立ち入ろうとは考えないが、関連で上の第１表を見よう。ヒギンス

らが国際投資統計を投資対象別に整理した表から 2004 年の数字を借用して作成した

(Higgins et al,2005)。これによると、対米投資で６割を占めるのは、固定収益証券や銀行

預金の類で、リスク・フリーながら低金利の米国債を含んでいる。これとは対称的に米国の

対外投資の約６割は FDI や株式に投じられている。此処に対外投資の姿勢の差が歴然と現れ

ていて、これを私は「拘束された対米投資」と自発的投資との差と考えている。これが累積

赤字と所得収支の背離に大きく影響していると見て良い。だが、直接投資について、2000-2005

年の実績で米国の対外直接投資の収益率は 7.0%なのに、外国からのそれは 2.8%となっている。

この驚くに足る格差は国による税制の違いへの企業の対応によって生じているという

（Heath,2007, Table 2）。だが、公表数字の実態からの遊離とすれば次の問題に関わること

になる。 

２．米国の国際投資ポジション統計をめぐって 

米国では、国際投資ポシションを①歴史的費用、②時価、③市場価値の３種類の評価方法

で発表している。①は資産の取得原価であるので国際収支表の数値に近いと言える。②は直

接投資の有形資産の時価での資産再評価であり、③はそれに加えて直接投資の無形資産（特

許、商標、管理、知名度のような）の市場価値評価を行っている。問題点を明らかにするた

めに、次の表２を見られたい。 

 

★    第２表       1997-2001   2002-2005 (単位, 10 億ドル) 

   累積経常収支赤字     -1,458         -2,457 

   純国際投資残高(A)     -1,424           -774 

    同上       （B）        -1,979           -207 

(注)(A)は直接投資のcurrent-cost評価であり、(B)はそのmarket-value評価である。 

 

2001 年は株式バブル崩壊後の不況の年である。この年末に向けてドルは、90 年代後半から

「新しい経済」の繁栄を背景に、上昇した。それに対して 2002 年以降の世界不均衡で騒がれ

ている時期はドル下落期である。上の数字は両期の対称的な傾向を如実に表している。それ

にしても米国の国際債務残高が累積経常赤字に一致しない事実に注目したい。この傾向はと

りわけ「世界不均衡」期に著しい。累積経常赤字総額は 2 兆 4568 億ドルに達しているのに、

純国際投資残高は直接投資の市場価値評価方式によると負債増加は累積赤字の 1/12 の僅か

2000億ドル余に過ぎない。しかも、その累積債務残高の GDP比は 2002年の 23.4%から減って、

2005 年には 20.4%まで落ちている。これでは、経常収支赤字拡大で 2010 年の純債務が GDP

比 55%になる(Cline,2005)と危機感を煽る主流派の世界不均衡論は空騒ぎと片付けられそう

である。ただ、無形資産の再評価には大胆な推計法を用いているので、信頼性が乏しいとの

見方もある。確かに時価方式だと赤字の GDP 比は 2002 年の 19.9%から 2005 年の 21.6%に増え

ている。だが、それによる負債増加額は約 7800 億ドルで累積赤字より 1.7 兆ドルも少ない。

いずれにせよ、2002 年以降のドル価値下落は経常収支の赤字改善には効果がなかったが、純

国際投資残高には大きな効果があったと言える。これはドル下落の直接の影響よりも、それ

を背景に資産価格の変化のよるキャピタル・ゲインが大きいのだが。 

とはいえ、一方では、経常赤字の継続で、中国や産油国を先頭に巨額のドル準備が蓄積さ

れ、2005 年末以降、米国の純所得収支が遂に赤字になっている。三つの数字のこの相互矛盾

をどう評価するにせよ、貯蓄・投資論で片づかないのは明らかである。いずれにせよ、本報
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告で提起した問題はより大きく米国国民経済と米国資本主義の背離という視点から検討する

必要があろう。 

 

Ⅴ．潮目の変化について 

主流の「世界不均衡」の持続不可能論に反対しているため、持続可能を主張しているかの

ように受け取られ兼ねないので、いささか蛇足になるが、潮目の変化を指摘しておこう。 

米国については、①貿易収支の季節調整済み３ヶ月移動平均で見ると、財については輸出

の増加と輸入の減少で、昨年 9 月を境に赤字減少傾向が現れている。②２月の上海株式市場

の暴落に伴う世界株価下落は市場がリスクに敏感になった証拠と見て良い。③サブプライム

向けローンの焦げ付き拡大で住宅ブームの終焉を予想され、消費需要動向が注目される。④

金利やインフレ動向にも上昇の徴候が見られる。一般に米国の経常収支は輸入需要動向に左

右される傾向が強い。⑤民主党の台頭で保護貿易主義が強まる傾向も窺える。 

中国もまた転機に立っている。過大化した貿易黒字や膨大な外貨準備蓄積が中国経済にと

って負の効果を持つようになって、政策転換が必要になっている(Yu Yongding,2007)。中国

では私の言う「輸出加工区型」工業化政策からの転換が訪れている。為替制度改革や直接投

資優遇税制の廃止から始まって、外資企業の輸出強制や戻し税による輸出奨励策、加工貿易

への過度依存の解消、資本収支の黒字削減が日程に上っている。ここまでひたすら米国の最

終需要に頼って発展を続けてきた中国が、他の多くの発展途上国を巻き込んで、その依存性

をどこまで希薄化できるかが問われる段階に達したといえよう。 

    ＊      ＊       ＊        ＊ 
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