
アメリカの金融主導型成長体制
――累積的因果連関における根本的ジレンマ――
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Ⅰ はじめに

2008 年のアメリカの金融危機には金融面の

原因と実体経済面の原因とがある。金融面の原

因としては，「影の銀行システム」，証券化とデ

リバティブ，金融規制緩和，サブプライム貸付，

外国資本の過剰流入などがある。実体経済面の

原因としては，アメリカ製造業の弱体化，経常

赤字の拡大，行き過ぎた住宅建設ブームなどが

ある。アメリカの経常赤字拡大は外国資本流入

の増加を意味するので，またこの外国資本の一

部は，住宅ローンの証券化商品の外国人による

購入というかたちでアメリカに流入したので，

上記の金融的諸原因と実体的諸原因とは分かち

がたく関連している。しかし，どの原因を重要

視するかは論者によって様々である。たとえ

ば，一方で，「世界的貯蓄過剰仮説」を用いて，

中国などの債権国の政府に危機の責任を転嫁す

る見解があり（Rajan [2010] p. 82），他方で，ア

メリカの経常赤字の最終的責任はアメリカにあ

るのであり，中国の過剰貯蓄はこれを助けた要

因のひとつにすぎないという見解もある
1)

（Roubini and Mihm [2010] p. 250）。また，一

方で，ファニーメイとフレディマックが低所得

者向け融資を拡大するのを政府が後押しし続け

たことが，今回の危機の大きな原因だと述べる

見解があり（Rajan [2010], p. 40），他方で，政

府の住宅政策とファニーメイとフレディマック

が果たした役割はマイナーなものであり，主犯

は，住宅ローン債権の証券化に手を出して暴走

した民間金融部門であるとする見解もある

（Stiglitz [2010], Roubini and Mihm [2010],

Financial Crisis Inquiry Commission [2011]）。

このように，金融危機の諸原因のうちで，主

流派は政府の失敗を重要視し，ケインズ派理論

は市場の失敗を重要視する。これらの見解とは

異なり，本稿では，危機の原因は金融主導型成

長体制の構造そのものに根ざしており，この危

機は，レギュラシオン理論でいう「構造的危機」

であるという見解を述べる。つまり，1990 年代

後半以降のアメリカの成長体制の構造を理論的

数量的に分析することを通じて，アメリカの成

長体制はその動学的構造において根本的ジレン

マを内包していたことを明らかにする。

以下，第Ⅱ節で分析枠組みを説明し，第Ⅲ節

では 1990 年代以降のアメリカ経済を概観する。

第Ⅳ節では，需要成長から生産性上昇に至る経

路を示す生産性レジームを推定し，資産価格上

昇をもたらした制度的諸要因が生産性レジーム

に及ぼす効果を明らかにする。続いて第Ⅴ節で

は，生産性上昇から需要成長に至る経路を示す

需要レジームの理論的な定式化の概略を説明し

たうえで，需要レジームを推定し，資産価格上

昇をもたらした制度的諸要因が需要レジームに

及ぼす効果を明らかにする。第Ⅵ節で，アメリ

カの金融主導型成長体制に含まれるジレンマに

関して主な結論を要約する。
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１）金融危機調査委員会は，アメリカへの外国資本流

入は危機の必要条件であり，必ずしも危機を引き起

こすものではないと述べ，流入資本を生産的方向に

導けなかった制御の失敗が危機の主要原因であると

述べる（Financial Crisis Inquiry Commission [2011]

p. xxvi)。



Ⅱ 分析枠組み

1990 年代以降のアメリカの成長体制につい

ては，「金融主導型成長体制」として分析される

ことが多い。Boyer［2000］によると，金融主導

型成長体制は，次のような金融面と実体経済面

とにまたがる因果連関を中心としている。株価

の上昇→信用アクセスの容易化→消費と投資の

増加→生産増加→利潤増加→配当と年金基金の

増加→株価の上昇。実際に，株価上昇率と実質

経済成長率との間の関係を計測すると，図１に

示すように 1980∼94 年においては非常に弱い

相関しかみられないが，1995 年以降については

図２に示すように明確な正の相関があり，回帰

直線の傾きも 6.37と非常に大きい。これは実

質 GDPが１％増加するとき，株価は 6.37％増
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図２ 株価上昇率と経済成長率との関係（1995∼2009 年）

出所：図１と同じ。

図１ 株価上昇率と経済成長率との関係（1980∼94 年）

出所：x軸：実質GDP成長率（四半期データの対前年同期比，BEA，NIPA），y軸：ダウ

工業株 30種平均Dow Jones Industrial Averageの変化率（四半期データの対前年

同期比）。回帰式の（ ）内の数値は t値を示す。



加することを意味する。つまり 1995 年以降，

実体経済の成長に対して株価が強く感応するよ

うになった。また，住宅価格変化率と実質経済

成長率との関係は図３と図４に示されている。

回帰直線の傾きが 2.34 から 4.31 に増加したこ

とに示されるように，実体経済の成長に対する

住宅価格の感応性も 2000 年頃を境に強まった。

図５は本稿の基本的分析枠組みを示してい

る。図 1∼図４で示した経済成長率と資産価格

上昇率との関係は，図５では「資産価格レジー

ム」と名付けられた直線で示されている。金融

主導型成長体制においては，上記のようにこの

資産価格レジームの傾きがかなり大きい。この

傾きの増加をもたらした要因としては外国資本

の流入増加，証券化などの金融革新，ドル高政

策などが挙げられる。図５には，「需要レジー
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図４ 住宅価格上昇率と経済成長率との関係（2000∼09 年）

出所：図３と同じ。

-
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図３ 住宅価格上昇率と経済成長率との関係（1988∼99 年）

出所：x軸：実質GDP成長率（四半期データの対前年同期比，BEA，NIPA），y軸：

S&P・ケース-シラー住宅価格指数（Composite-10）の変化率（四半期データの

対前年同期比）。回帰式の（ ）内の数値は t値を示す。



ム」「生産性レジーム」と呼ばれる２つの直線も

描かれている。需要レジームは，労働生産性上

昇から需要成長に至る因果連関をあらわし，生

産性レジームは逆方向の因果連関をあらわす。

後で説明するように，所得分配や支出構造の変

化などが需要レジームの位置に影響する。生産

性レジームはフェルドーンやカルドアが明らか

にした動学的収穫逓増作用をあらわすものであ

り，その位置はイノベーションに関わる諸制度

の影響を受ける。需要レジームと生産性レジー

ムとは実体経済面における累積的因果連関を構

成し，両者の交点が経済成長率を決定する

（Kaldor [1966], [1970], Boyer [1988]）。資産

価格レジームは，上記の累積的因果連関が資産

価格という金融的側面に及ぼす動学的効果をあ

らわし，この効果の強さは資産価格レジームの

位置によって示される。

以下で詳しく述べるように，アメリカ金融主

導型成長体制の動学的構造は，次のような根本

的ジレンマを含んでいる。図５において，資産

価格レジームの傾きの増加をもたらした諸要因

である外国資本の流入増加，証券化などの金融

革新，ドル高政策などは，実体経済面における

累積的因果連関に対しては，ネガティブな効果

を及ぼした。つまり，これらの諸要因は，需要

レジームを左方向にシフトさせ，その結果，需

要レジームと生産性レジームとの交点が示す経

済成長率が低下した。そして，図２や図４のよ

うに傾きが大きな資産価格レジームの下では，

経済成長率の低下は資産価格の急落につなが

る。2007年以降は，資産価格低下と実体経済の

収縮が同時進行する事態となった。簡単に言う

と，経済の動学的構造をあらわす３つのレジー

ムの位置は制度的諸要因によって影響される

が，資産価格レジームの位置に関してはポジ

ティブな影響を及ぼしたアメリカの制度変化

は，需要レジームの位置に関してはネガティブ

な影響を及ぼしたのである。

本稿と類似した分析視角に基づく研究として

は Brenner［2009］がある。ブレナーは，今回

の危機の根本的源泉は，30 年以上に及ぶ先進資

本主義経済の活力低下傾向にあるととらえる。

この長期的な資本蓄積と総需要の弱体化は，資

本の収益性の総体的な低下および回復の失敗に

あるとし，その主要な原因は世界的な製造業の

過剰生産能力と過剰供給傾向にあるととらえる

（Ibid., p. 2）。そして，1973∼2007年のアメリ

カを中心とする歴史的な経緯をかなり詳細に次

のように説明している。アメリカの製造業の収

益性は，1970 年代以降，一貫して低下したので

はなく，1985 年のプラザ合意を出発点として

90 年代半ばにかけて収益性は回復した。その

理由は，産業淘汰と賃金抑制，ドル安が重なっ

たことがきっかけとなって，アメリカの製造業

の業態が，輸出依存度を高める方向へと抜本的

な転換を遂げたからである（Brenner [2002] p.

64）。しかし，ドル安の進行によって，日本，ド

イツなどの製造業の行き詰まりを引き起こし

た。1995 年の逆プラザ合意によるドル高誘導
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図５ 需要レジーム・生産性レジーム・資産価格レ

ジーム

出所：筆者作成。



を転換点として，アメリカは伝統的ケインズ主

義から「資産価格ケインズ主義」に移行する

（Brenner [2009] p. 2）。つまり政府よりも，

家計と企業が借入と赤字支出を激増させること

により，経済活動を押し上げるようになる。こ

れは資産価格の記録的上昇により可能になる

が，そのための鍵は，最終的には米連邦準備制

度理事会（FRB）によって保証された，安価な

信用供給の持続である。FRBに加えて，東ア

ジア諸国政府もアメリカにおける安価な信用供

給を支えた。つまり，自国通貨価値を低めに維

持することにより製造業の競争力を高めようと

する東アジア諸国政府が，アメリカ国債などド

ル資産を購入し続けたことが，アメリカ国内に

おける安価で豊富な信用供給につながった。

ブレナーによれば，資産価格ケインズ主義に

は２つの段階があり，第１段階の 1995∼2000

年には，株式への投機が中心であり，第２段階

の 2000∼07年には，住宅への投機が中心であっ

た（Ibid., p. 3）。ブレナーは，この２つの段階

の資産価格ケインズ主義は，ともに総体的な経

済衰退に向かう基本的な傾向に対して，影響を

及ぼすことはできなかったと述べている。しか

し，その理由については次のような点を叙述的

に指摘しているだけである。第１段階の株式中

心の資産価格ケインズ主義に関しては，第１に，

情報通信（IT）分野の投資ブームが起きたが，

実際に実現した高利潤に基づく投資ではなく，

資本の歴史的なミス・アロケーションであり

（Ibid., p. 29），安易な資金調達による投資は過

剰生産能力を激化させた（Ibid., p. 31）。第２

に，ドル高などのために，アメリカ製造業の貿

易赤字はかつてない水準に増加し（Ibid., p.

30），東アジアの輸出価格引き下げに対抗する

ためにアメリカ企業はマークアップ率の引き下

げを強いられた（Ibid., p. 32）。こうして，株式

中心の資産価格ケインズ主義は製造業の収益性

低下をもたらした。

ブレナーによれば，住宅中心の資産価格ケイ

ンズ主義も，次のような理由で製造業の収益性

低下をもたらした。第１段階の過剰投資とミス

投資の反動で，企業は 2000 年代には設備投資

を抑制した（Ibid., p. 63）。そして賃下げや人員

削減により利潤を増やそうとしたが，投資なし

の生産性上昇は限定的であるので，利潤の増加

も限られた（Ibid., p. 67）。また上記の第１段階

における第２の理由，つまりドル高によるアメ

リカ製造業の国際競争力低下は，第２段階にお

いても作用し続けた。

本稿では，累積的因果連関に基づく経済成長

モデルを用いて 1990 年代以降のアメリカの成

長体制を数量的に分析することにより，ブレ

ナーのいう資産価格ケインズ主義が実体経済の

減速をもたらすという主張を，より明確に提示

する。ブレナーはこの主張を，世界的な製造業

の過剰生産能力と過剰供給傾向に基づく先進資

本主義経済の長期的な収益性低下傾向と結びつ

けている。しかし，このような，いわゆる「利

潤率の傾向的低下法則」の構図を，本稿では採

用しない。後で示すようにアメリカの金融危機

に至る構図は，「利潤率の傾向的低下法則」の構

図とはまったく異なるからである。

Ⅲ 1990 年代以降のアメリカ経済

1990 年代のアメリカは民間企業設備投資の

高成長に主導されたかたちで，年率約３％の経

済成長を続けた。次のような背景があった。90

年代には，パソコン，インターネット，携帯電

話が本格的に普及し，IT関連投資の急増や IT

関連企業の株価の急上昇などいわゆる「ITブー

ム」が起きた。しかし，パソコンや携帯電話市

場は 90 年代末には飽和した。パソコンや携帯

電話端末の過剰在庫が発生するとともに，半導

体需要が減退した。そして半導体価格が低下

し，半導体メーカーの利益の減少，投資の減少

が起きた。これらは株式市場にも影響し，2001

年には IT関連企業の株価の急低下が起きた。

アメリカの金融主導型成長体制 41



いわゆる ITバブルの崩壊である。さらに 2001

年９月の米国同時多発テロは，全般的な消費と

投資の減退を決定的なものにし，2001 年の IT

不況は深刻なものとなった。

FRBは，政策金利を１％台に引き下げ，2004

年まで低金利政策を続けた。これが住宅バブル

の誘因となった。また，銀行と証券の垣根を定

めたグラス・スティーガル法の撤廃などの規制

緩和と証券化技術の発展が同時進行した。これ

によって，証券会社が住宅ローン会社を経営し，

融資した住宅ローンを証券化することも可能に

なった。こういった証券化商品の中には，サブ

プライムローンと呼ばれる，信用力の低い個人

向けの住宅ローンも組み込まれていた。さらに

それを金融デリバティブに組み替え，金融監督

官庁の規制が及ばない傘下のファンドや投資

ビークルで取引することも行われた。このよう

な証券化商品は複雑で難解な仕組みであったこ

ともあり，投資家や金融機関はそのリスクを過

小評価した。また，金融機関の経営健全性を監

視する役割を果たす金融監督官庁の体制にも不

備があった。2006年をピークに住宅価格は下

落に転じ，サブプライムローンの焦げつきが発

生し始めると，これを契機に 2007年には住宅

ローン会社の破綻が始まり，2008 年には，リー

マン・ショックと呼ばれる大手証券会社や銀行

の経営危機が顕在化した。上記の証券化商品は

国外にも販売されたので，アメリカの金融危機

は世界各国に波及した。他方，この証券化商品

の海外販売は，アメリカへの外国資本流入に貢

献した。

このようなアメリカのマクロ経済の状況は，

表１に示す実体経済の部門別の状況と関連をも

つ。表１に示すように，非住宅投資財の労働生

産性上昇率は消費財や住宅のそれを上回ってい

る。非住宅投資は，機械投資と建設投資で構成

される。この表には示されていないが，労働生

産性上昇率が高いのは機械部門であり，とくに

コンピュータである。これは 1990 年代以降に

急速に進行している IT化（ITの進歩と IT商

品の需要拡大）の影響とみられる。

需要成長率は部門と時代によって大きく異な
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表１ 部門別の動態（年率，単位：％）

各欄の左の数字は1987∼97年の値→右の数字は1998∼2005年の値

非住宅投資財＋住宅 (非住宅投資財) (住宅) 民間消費＋政府支出

労働生産性上昇率 2.5→2.7 3.4→5.1 1.0→−0.1 1.2→2.0

最終需要実質成長率 4.5→3.3 5.2→2.4 1.3→5.2 2.5→3.3

価格変化率 1.1→1.8 0.5→0.3 2.7→4.9 2.9→2.5

名目賃金率変化率 3.7→3.5

注：1987，1997，2005 年はいずれも，景気循環のピークの約 2∼3年前に当たる。したがって，このような時

期区分は，景気循環によるバイアスは少ないと考えられる。また，「非住宅投資財＋住宅」は本稿の「投

資財」にかなり重なり，「民間消費＋政府支出」は本稿の「消費財」にかなり重なる範疇である。

各財の労働生産性上昇率は次のような手続きで算出した。産業連関表のレオンチェフ逆行列と産業別

労働投入係数とを乗じて，各商品１単位を生産するのに直接的間接的に必要な労働量，すなわちパシネッ

ティのいう「垂直的統合労働投入係数」を算出する（Pasinetti [1973]）。さらにたとえば消費財の場合

は，消費支出を構成する諸商品の構成比で加重して商品別垂直的統合労働投入係数の平均値を求める。

この値の低下率を，消費財の労働生産性上昇率とする。

出所：米国の産業連関表については U. S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis のホーム

ページで公開されている the U. S. Input-Output Tables in 1987, 1997, 1998, 2007を使用した。米国

の労働投入係数については，NIPAの Persons Engaged in Production by Industry から算出した。各

財の最終需要実質成長率，価格変化率と名目賃金率変化率は NIPAから求めた。



る。1987∼97 年においては非住宅投資財需要

の成長が顕著であったが，1998∼2005 年には住

宅の需要成長が顕著になった。つまり，1987∼

97年においては，投資財とくに非住宅投資財に

おいて，労働生産性上昇率と需要成長率がとも

に高く，好循環が成立している。しかし，

1998∼2005 年においては，非住宅投資財の需要

成長が鈍化した。

名目賃金率変化率は，非住宅投資財の労働生

産性上昇率に近い値となっている。その結果，

賃金率変化率と労働生産性上昇率との差が小さ

い非住宅投資財の価格はあまり変化せず，その

差が大きい住宅や消費財の価格が上昇してい

る。両者を総合した総合物価指数は上昇し，経

済全体としてはゆるやかなインフレーションが

みられる。

さらに，ブレナーのいう 1995 年の「逆プラザ

合意」以降のドル高を主な契機として，アメリ

カの貿易赤字が再び拡大し始め，その裏返しと

して外国資本の流入が急増したことも，金融主

導型成長体制の背景として重要である。

経済主体別に純外部資金借入額（Net bor-

rowing）をみると図６のようになる。この図に

示すように，家計部門は 1998 年までは黒字主

体であったが，1999 年以降，赤字主体になった。

これは住宅ローンの増大による。民間企業部門

の純外部資金借入はほとんどゼロであるが，

1997∼2001 年と 2006∼08 年において正の値と

なっている。前者は ITブーム期における民間

企業設備投資の活発化を反映している。政府部

門は，1998∼2000 年を除き，一貫して赤字主体

であり，とくに 2008 年の金融危機後に政府赤

字は急拡大している。図７は，民間企業部門と

家計・政府部門に分けて，純外部資金借入額の

自己資金に対する比率を示している（以下では，

「外部資金依存度」と呼ぶ）。おおむね両者と

も正の値であるので，この外部資金とは外国資

金である。概括すると，外国資本は，1996年以

前においては主に政府部門に流入し，1997∼

2001 年には企業部門に流入した。2002 年以降

の時期には家計部門と政府部門に流入してい

る。
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図６ 部門別純外部資金借入額（Net borrowing）（単位：10億ドル）

出所：FRB, Flow of Funds Accounts 2010 June.

たとえば，民間企業部門については Net borrowing＝investment (Table F101-Line 4)−saving

(Table F101-Line 2) で計算した。



Ⅳ 資産価格上昇の制度的諸要因が生産

性レジームに及ぼす効果

生産性レジームは需要成長から労働生産性上

昇に至る経路を表現したものであるが，それを

媒介するのは，需要成長にともなう生産設備の

調整と雇用の調整である。そして労働生産性上

昇を規定する要因としてとくに重要なのは，生

産設備の質的変化がもたらす労働節約効果とい

う技術的要因と，産出量の変動に応じた雇用変

動を抑制する諸制度という制度的要因である。

これらの要因は，企業や産業によって多様であ

るが，景気循環の影響は小さいと考えられる。

したがって，生産性レジームは短期的にはかな

り安定的であると考えられる。実際の需要レ

ジームは，投資需要の大きな循環的変動のため

に景気循環や構造変化に応じて，図５において

左または右に動いていると考えられる。短期的

には安定な生産性レジームと短期的に変動する

需要レジームとを前提にして考えると，時系列

観測値を使い，労働生産性上昇率を被説明変数，

需要成長率を説明変数とする回帰分析によって

得られる回帰直線が，生産性レジームをあらわ

すといえる。

ただし，投資財の生産性レジームの推計には，

以下で説明する二段階の手順が必要である。投

資財は，主として建物・構築物と機械設備から

なる。しかし，建物・構築物については実質需

要成長率も労働生産性上昇率もかなり低く，

1988∼2005 年についてはともにゼロに近い値

が多い。このような場合は，最小二乗法によっ

て有意な推計値が得られない。したがって，第

１段階として，機械設備の産出量成長率と労働

生産性上昇率のデータを使った推計を以下に示

すような関係式 p3�に基づいて行う。次に，第

２段階として，第１段階の結果を用いて，建物・

構築物を含めた推計値を，以下に示すような関

係式 p4�に基づいて求める。その結果は表２に

示す通りである。

機械設備をサフィックスMで，建物・構築物

をサフィックス Cであらわす。サフィックス

M+Cは投資財全体を示す。労働量を L，産出

量を Y，労働生産性上昇率を r，産出量成長率

を .であらわす。また投資財の産出量合計に

占める機械設備の割合を aとし，投資財の生産

に関わる労働量合計に占める機械設備生産関連
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図７ 部門別外部資金依存度

出所：FRB, Flow of Funds Accounts 2010 June.

たとえば，民間企業部門の外部資金依存度については dI＝Net borrowing/(Investment (Table F101-Line 4)−

Net borrowing) で計算した。



の労働量の割合を mとする。投資財全体の労

働生産性は次のように分解できる。以下，ハッ

ト記号のついた変数は，その変数の変化率をあ

らわす。

YM+YC

LM+LC

/
LM

LM+LC

�
YM

LM

+
LC

LM+LC

�
YC

LC

したがって，投資財全体の労働生産性上昇率

は次のように分解できる。

rM+C/a �r
LM

LM+LC

h
�+r

YM

LM

g
�	

+p1,a��r
LC

LM+LC

h
�+r

YC

LC

f

�	

/a pm^+rM�+p1,a��p1,mh�+rC�

/
a,m

1,m
m^+arM+p1,a�rC

実際には機械設備が投資財の産出量合計に占

める割合 aの大きさと労働量合計に占める割

合 mの大きさはそれほど大きく違わないので，

a,m

1,m
の大きさは小さい。さらに，m^ の大きさ

も小さい。アメリカの 1987∼97年の平均値で，

aは 58％，mは 41％であり，m^ は年率−0.5％

である。したがって，上記の式において，

a,m

1,m
m^ の項は捨象することができる。その場

合，

rM+C/arM+p1,a�rC p1�

また，投資財の産出量成長率 .M+Cは次のよ

うにあらわすことができる。

.M+C/YM+YC
h/a.M+p1,a�.C p2�

機械設備の生産性レジームを次の式であらわ

す。
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表２ 生産性レジーム関数の推計結果

投資財 消費財

1988-98年 1999-2007年 1988-98年 1999-2007年

定数項（切片の大きさ bM：％） 2.16(3.11) 3.14(4.83) −0.12(−0.42) −0.64(−2.13)

需要成長率の係数（傾き aM） 0.690(11.1) 0.694(10.7) 0.437(5.33) 0.791(9.25)

自由度修正済み決定係数 0.782 0.617 0.009 0.392

建設を含む生産性レジーム関数の切片
pabM+p1,a�rC,aM p1,a�.C�

0.73 1.50

注：説明変数は産業別実質産出額増加率であり，被説明変数は産業別労働生産性（産業別実質産出額÷産業別就業者

数）の上昇率である。括弧内の数値は t値である。回帰分析の手法は，就業者数をウェイトとする，Weighted

Least Squares を用いた。

出所：1988-98 年については 1987SIC，1999-2007年については NAICS に基づく GDP by Industry統計のChain-type

quantity indexes for gross output表と Persons engaged in production表から計算した。1999-2007年について

は，投資財は，<Machinery>, <Computer and electronic products>, <Electrical equipment, appliances, and

components>, <Motor vehicles, bodies and trailers, and parts>, <Other transportation equipment>, <Compu-

ter systems design and related services> の６つの産業のデータをプールして回帰分析を行った。消費財につ

いては 2005 年の産業連関表の最終需要でみて大きな順に次の７つの産業のデータをプールして回帰分析を

行った。<State and local government and enterprises>, <Retail trade>, <Federal government and enter-

prises>, <Hospitals and nursing and residential care facilities>, <Ambulatory health care services>, <Other

services, except government>, <Food and beverage and tobacco products> である。この７つの産業で消費財

産出額の約半分を占める。また <Real estate> は上位にあるが，帰属家賃を含むために除外した。また，

<Wholesale trade> と <Food services and drinking places>も上位にあるが外れ値を含むために除外した。

1988-98 年については，投資財は <Industrial machinery and equipment>, <Electronic and other electric

equipment>, <Motor vehicles and equipment>の３つの産業，消費財については，<State and local govern-

ment and enterprises>, <Retail trade>, <Federal government and enterprises>, <Health services>, <Other

services>, <Food and kindred products>の６つの産業のデータを使用した。



rM/aM.M+bM p3�

p3�式に，p1�p2�式を代入して整理すると，投

資財の生産性レジームは次のようになる。

rM+C/aM.M+C+abM+p1,a�rC,aM p1,a�.C

p4�

この式によると，建物・構築物の労働生産性

上昇率 rCと産出量成長率 .Cとがともにゼロ

に近い場合には，p4�式の右辺の最後の２つの

項は捨象できる。しかし，住宅建設ブームにお

いては，.Cの値は大きく，投資財の生産性レ

ジームの定数項を引き下げる役割を果たす。こ

れは，2000 年代の住宅中心の金融主導型成長体

制が実体経済に及ぼすマイナス効果のひとつで

ある。

表２に示す投資財の生産性レジームの推計結

果に基づいて，図８は投資財の生産性レジーム

の位置を示している。1990 年代に比べて，2000

年代の生産性レジームは上方にシフトしてい

る。1990 年代と比べて 2000 年代の傾きには変

化がないが，切片は大きくなった。つまり，新

技術を装備した IT関連設備の導入による労働

節約効果が，住宅価格上昇の上記のマイナス効

果を相殺したと考えられる。また表２に示す消

費財の生産性レジームの推計結果をみると，

1990 年代においては傾きも小さく，決定係数も

小さいので，動学的収穫逓増作用は鮮明ではな

かった。しかし，2000 年代の傾きは大きくな

り，また決定係数も大きくなった
2)
。つまり

2000 年代には消費財についても動学的収穫逓

増作用が顕著になった。消費財には製造業製品

だけでなくサービスも多く含まれている。サー

ビス生産分野におけるインターネットやパソコ

ンの普及が，動学的収穫逓増作用の増大をもた

らしたと考えられる。しかしながら，2000 年代

においても，投資財の生産性レジームと比べる

と，消費財の生産性レジームの切片は小さい。

Ⅴ 資産価格上昇の制度的諸要因が需要

レジームに及ぼす効果

１．需要レジームの定式化の概要

アメリカの需要レジームの位置を推定する前
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年

年

年

年

図８ アメリカの成長体制（投資財部門）

出所：筆者作成。

２）生産性レジームの傾きのこのような増加は，機械

製造業に関しては 1980 年代末に起きた。1978∼97

年の機械製造業の生産性レジームの傾き aMは

0.331 であった。生産性レジームの傾きは，（１−雇

用弾力性）をあらわすので，生産性レジームの傾き

の増加は，雇用弾力性の低下を意味する。その理由

は，宇仁［2009］で述べたように，90 年代の好況期

に産出が増加したにもかかわらず，企業が雇用をほ

とんど増加させなかったことにある。これは 1980

年代後半から始まる「ダウンサイジング・ブーム」

や「リストラクチャリング・ブーム」の影響と考え

ることができるだろう（Osterman [1999]）。



に，まず，宇仁［2011］での需要レジームの理

論的定式化の概要を説明する。その特徴は次の

３点である。

第１に，投資財部門と消費財部門からなる二

部門モデルがベースになっている。このモデル

の基本構造は，Robinson［1956］［1962］が展開

した，いわゆるロビンソン・モデルと同じであ

り，資本蓄積を明示的に考慮している。すなわ

ち，２本の価格方程式，２本の数量方程式，「資

本家の貯蓄性向」を示す sを含む１本の所得支

出均等式および所得分配に関する１本の制約式

からなる計６本の連立方程式体系を解くことに

よって，価格 p（２財間の相対価格），賃金率 w，

利潤率 r，投資量 I，消費量 Cおよび労働需要

量 Lという６個の変数の初期時点の値が決定

される。そして，投資による資本ストック量 K

の変化および以下に述べる技術的構造と最終需

要構造を示す諸パラメータの変化を反映するこ

とによって，次の時点の連立方程式体系が導か

れる。ただし，本稿での所得分配に関する仮定

はロビンソンとは根本的に異なり，利潤率不変

ではなく，所得分配率不変（具体的には賃金所

得 wLの利潤所得 rpKに対する比率 lが不変）

という制約式を用いる。

第２に，労働生産性上昇率の部門間での不均

等という技術的な構造変化を考慮する。その

際，Pasinetti［1973］［1981］の「垂直的統合」

という手続きを利用する。パシネッティのいう

「垂直的統合労働投入係数」v1, v2とは，各最

終生産物１単位を得るために，直接，間接的に

必要とされる労働量である。その低下率 r1, r2

を労働生産性上昇率とする。また，資本係数に

あたる「垂直的統合物的生産能力単位」h1, h2

の変化は「垂直的統合労働投入係数」の変化と

比べて格段に小さいので，不変と仮定する。そ

のうえで，計算を容易にするために，諸投入係

数 v1, v2, h1, h2から合成されたパラメータ

m/ph1/v1�/ph2/v2�を使用する。この「資本集約

度比」mは技術的構造をあらわす。アメリカの

成長体制との関連でいうと，表１に示したよう

な，情報通信分野の急速な技術進歩に基づく非

住宅投資財部門での顕著な労働生産性上昇は，

この第２の特徴によって，とらえることができ

る。

第３に，最終需要の構成における様々な構造

変化を考慮する。この最終需要構造変化には貿

易不均衡とそれにともなう資本の流出入の変化

も含まれる。アメリカの成長体制との関連でい

うと，表１に示されている 2000 年代の住宅建

設ブームと，図６と図７に示されている 1995

年の逆プラザ合意以降のドル高を主な契機とす

る貿易赤字拡大と外国資本流入増加とは，この

第３の特徴によりとらえることができる。

最終需要は，財別・需要項目別に次のような

行列であらわす。


p pC1+FC� p pI+F1� pE

C2 0 ,p pE+F��
この最終需要行列の第１列は，家計と政府に

よる支出である。本稿では，住宅や家庭用耐久

財や公的資本ストックは利潤をともなう民間企

業資本ストックには含めず，それらの建設や購

入をスカラー C1+FCであらわす。このうち

C1は，家計・政府部門の内部資金による支出で

あり，FCは住宅ローンや国債発行などで外部

から資金調達した支出である。家計・政府部門

の外部資金依存度を dC/FC/C1であらわす。

C2は家計と政府の消費支出である。外部資金

調達による部分 FCを除いて計算した，家計と

政府の総支出額に占める投資財への支出額の

シェアを b/pC1/ppC1+C2�であらわす。

最終需要行列の第２列は，民間企業による支

出である。民間企業の国内投資は投資財だけに

向かうものとし，その量をスカラー I+FIであ

らわす。Iは自己資金による部分であり，FIは

銀行借入や株式・社債発行などを通じて外部か

ら資金調達した部分である。民間企業部門の外
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部資金依存度を dI/FI/Iであらわす。

最終需要行列の第３列は外国貿易である。投

資財の純輸出額を pE（負の場合は純輸入）で

あ ら わ す。上 記 の 純 資 本 流 入 額 pF/

p pFI+FC�（負値の場合は純資本流出額）は経

済全体の貿易赤字額（純資本流出の場合は貿易

黒字額）と等しくなるので，消費財の純輸入額

は p pE+F�である。民間企業投資額に対する

投資財純輸出額の比率を g/E/pI+FI�であら

わす。

計算を容易にするために，需要構造に関する

諸パラメータ s, l, b, g, dC, dIから合成された

パラメータ kを導入する。kは，投資財需要額

の利潤所得総額に対する比率であり，「需要構

造パラメータ」と呼ぶ。

k/
p pC1+F+I+E�

rpK

/p1+dI�s p1+g�+p1+dC�b pl+1,s� p5�

p5�式の右辺は２つの項からなるが，第１項

は民間企業部門の行動によって決定される部分

であり，第２項は，家計・政府部門の行動によっ

て決定される部分である。すなわち，第１項は，

企業の投資意欲，外部資金依存度や輸出競争力

などによって決まる。第２項は，家計と政府の

外部資金依存度，耐久消費財や持家や社会資本

への支出割合などによって決まる。

導出過程は宇仁［2011］で説明しているので

省略するが，上記の連立方程式体系と諸仮定か

ら，需要レジームを導くことができ，投資財の

需要レジームは次のようになる。

.1/sr p1+dI�+hm pr1,r2�+phk+1�k^ p6�

hmは，資本集約度比に関する利潤率の弾力

性であり，hkは需要構造パラメータ kに関す

る利潤率の弾力性である。宇仁［1998］で証明

するように，0?hm?1であり，また，m?1の

とき hk>0である
3)
。

p6�式の右辺第１項は，ケンブリッジ方程式

に相当する部分であり，資本蓄積の効果をあら

わす。dI>,1と仮定した場合，この「資本蓄

積効果」はつねに正である。企業部門の外部資

金依存度 dIが増加するとこの効果は増加する。

他方，家計・政府部門の外部資金依存度 dCは，

資本蓄積効果とは無関係である。

p6�式の右辺第２項は，符号を逆にした相対

価格変化率に比例しており
4)
，相対価格変化の

効果をあらわす。先に述べたように 0?hm?1

であるから，r1>r2の場合は，この効果は正で

ある。

右辺第３項は，需要構造変化の効果をあらわ

す。先に述べたように hk>,1であるから，需

要構造パラメータ kが増加する局面では，この

「需要構造変化効果」は正であり，kが減少す

る局面では負である。

需要成長率を横軸とし，労働生産性上昇率を

縦軸とする平面に，この需要レジームを描くと，

図９に示す通り，点 Q1pr2, sr p1+dI�+phk+1�k^ �

を通り，傾き 1/hmをもつ右上がりの直線とな

る。消費財の需要レジームについては，宇仁

［2011］に記されているように，右上がりであ

るが垂直に近い直線となる。以下では，消費財

の需要レジームを .2/sr p1+dI�で示される垂
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３）宇仁［1998］で証明するように，m>1のとき

,1?hk?0である。実際に 2005 年のアメリカの

データを使って計算すると，資本集約度比 mの値

は，政府部門の資本ストックを除いた計算では約

0.94 であり，政府部門の資本ストックを含めた計算

ではさらに小さい。つまり，投資財の資本集約度は

消費財よりやや小さく，m?1である。投資財生産

部門の方が消費財生産部門よりも資本集約的である

というこの結果は直観に反するが，Takahashi et al.

[2004]も，1970∼90 年代の日本，アメリカ，ドイツ

について，同様の結果を導いている。生産に直接的

に必要な労働投入量と資本投入量だけではなく，間

接的に必要な労働投入量と資本投入量も，垂直的統

合という処理を通じて織り込まれていることがこの

結果に影響していると考えられる。

４）相対価格 pの変化率は次のようになる。

p^/,p1+Y�hm pr1,r2� ここで，Y/r/p1/h1,r�>0

である。



直な直線で近似して説明する。図９では，この

垂直な直線と消費財の生産性レジームとの交点

P2の縦座標が，消費財の労働生産性上昇率 r2

を示す。また，投資財の需要レジームと投資財

の生産性レジームとの交点 P1の縦座標が，投

資財の労働生産性上昇率 r1を示し，横座標が，

投資財の需要成長率 .1を示す。

２．需要レジームの推定

図９に基づいて，外国資本の流入増加，証券

化などの金融革新，ドル高政策など資産価格上

昇をもたらす諸要因が，需要レジームに対して

及ぼす影響をとらえることができる。最も重要

なポイントは貿易赤字と外国資本流入との拡大

がもつ諸効果である。ここでは，図７に示すア

メリカの大部分の時期と同様に，民間企業の外

部資金依存度 dIと，家計・政府部門の外部資金

依存度 dCとが同符号の場合を考察する。つま

り，外部資金依存度が外国資金依存度に等しい

場合を考察する。

第１に，資本蓄積効果を通じた影響がある。p6�

式や図９に示すように，民間企業部門の外部資

金依存度 dIの値が正の場合は，それがゼロの

場合と比べて資本蓄積効果が大きくなり，投資

財と消費財の需要成長率も大きくなる。つま

り，民間企業部門への外国資本の流入は，需要

成長を加速する。逆に，dIが負の場合すなわち

民間企業部門から純資本流出が起きている経済

の場合は，その分，需要成長率が小さくなる。

他方，家計・政府部門への資本流出入は，この

ような資本蓄積効果をもたない。これは，2000

年代アメリカにおける住宅中心の金融主導型成

長体制が実体経済に及ぼすもうひとつのマイナ

ス効果である。

第２に，需要構造変化効果を通じた影響があ

る。p5�式をみればわかるように民間企業投資

額に対する投資財純輸出額の比率 gと，民間企

業部門の内部資金投資額に対する純資本流入額

の比率 dIとは，需要構造変化パラメータ kと

の関係に関しては補完的である。これら２つの
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図９ 需要レジームと生産性レジーム

出所：筆者作成。



パラメータのうちどちらかの上昇は，他のパラ

メータを一定とすれば kの上昇をもたらし，需

要構造変化を通じて，投資財の需要成長率を高

める（幅は小さいが，消費財の需要成長率を低

める）。そして，この２つのパラメータが同時

に上昇する場合には，これらの効果はいっそう

強められる。逆に，dIが増加したとしても，g

が同率で減少する場合は，需要構造変化パラ

メータ kは変化しない。つまり，純資本流入の

増加は経済全体での貿易赤字の拡大に対応して

起きるが，この貿易収支の悪化が消費財に集中

しているのではなく，投資財においても発生し

ている場合には，その分，需要構造変化は減殺

される。

図 10 はアメリカにおける需要構造パラメー

タ kおよびその構成要素の推移を示している。

需要構造パラメータは 2000 年代においてゆる

やかな低下傾向を示している。細点線は p5�式

右辺の第１項 p1+dI�s p1+g�の大きさを示して

いる。太実線とこの細点線との隔たりが p5�式

右辺の第２項の大きさを示す。2000 年代の需

要構造パラメータの低下は，主として第１項の

大きさの縮小によって生じている。つまり，主

に貯蓄性向 s，外部資金依存度 dIや投資財の輸

出比率 gの低下といった企業の行動の変化が需

要構造パラメータ kの低下を引き起こした。

図 10 に示されているように，とりわけ投資財

の輸出比率 gの低下が大きい。この値が負値で

あることは，投資財とくに機械製品が輸入超過

となっていることを示している。アメリカの機

械製品の国際競争力の弱体化は 1980 年代に顕

在化した。1985 年のプラザ合意によるドル安

誘導によって弱体化は一時止まった。しかし，

図 10 に示されているような，2000 年代におけ

る投資財の輸出比率 gの低下は，1995 年の逆プ

ラザ合意以降，アメリカの機械製品の国際競争

力が再び弱体化し始めたことを示唆している。

図６に示すように，2000 年代には，家計・政

府部門への外国資本流入が急増した。この増加

は，p5�式右辺の第２項を増加させ，需要構造パ

ラメータ kを増加させる方向に作用するはず

である。しかし，その作用は，他のパラメータ
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δI
δI

図 10 需要構造パラメータとその構成要素の推移

出所：主に BEA，the U. S. Input-Output Tablesの最終需要欄のデータを使用して計算した（た

だし帰属家賃は最終需要から除いた）。利潤額，住宅投資額および帰属家賃のデータは

BEA，NIPA から得た。1997 年と 98 年との間には次のような産業分類が SIC から

NAICS に変わったことにともなうデータの不連続がある。投資財は 1997年以前につい

ては，<Construction>, <Industrial machinery and equipment>, <Electronic and other

electric equipment>, <Motor vehicles and equipment>, <Other transportation equip-

ment> からなる。1998 年以降の投資財は <Construction>, <Machinery>, <Computer

and electronic products>, <Electrical equipment, appliances, and components>, <Motor

vehicles, bodies and trailers, and parts>, <Other transportation equipment>, <Computer

systems design and related services>からなる。



の低下のせいもあり，p5�式右辺の第２項の顕

著な増加にはつながらなかった。

この需要構造パラメータ kおよび別に算出

した資本集約度比 mと賃金利潤比率 lを用い

て，利潤率の m, kに対する弾力性 hm, hkが計

算できる。また，hm, hkの値などを使って，p6�

式や図９に示す資本蓄積効果と需要構造変化効

果の大きさを計算できる。これらの値の推移を

表３に示す。

資本蓄積効果は sr p1+dI�であるが，2000 年

代の貯蓄性向 sと外部資金依存度 dIの低下の

ために，2000 年代の資本蓄積効果は 1998 年と

比べて約１％ポイント小さい。また 2000 年代

における需要構造パラメータ kは低下してい

るために，その変化率は負であり，p1+hk�k^ で

示される需要構造変化効果は負値である。ま

た，相対価格変化効果に関わる弾力性 hmの大

きさは，ほぼ不変である。たとえば，1998 年と

2005 年における投資財の需要レジームは次の

ようになる。図８に示すように，1990 年代と比

べて，2000 年代の投資財の需要レジームは左方

向にシフトしたと考えられる。

1998 年 .1/2.6%+0.503pr1,r2�

（r2/2%と仮定した場合 .1/1.6%+0.503r1)

2005 年 .1/1.7%+0.511 pr1,r2�

（r2/2%と仮定した場合 .1/0.7%+0.511r1)

結局，資産価格レジームの傾きを高めた諸要

因である外国資本の流入増加，証券化などの金

融革新，ドル高政策などは，需要レジームの左

方向シフトをもたらしたのである。
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表３ 利潤率の弾力性，資本蓄積効果，需要構造変化効果の推移

hm hk kの変化率
資本蓄
積効果

需要構造
変化効果

２つの効
果の和

1987 0.477 0.025 −0.009 3.5% −0.9% 2.6%

1992 0.531 0.017 −0.009 2.7% −0.9% 1.8%

1997 0.471 0.020 −0.009 4.6% −0.9% 3.6%

1998 0.503 0.011 −0.021 4.7% −2.1% 2.6%

2001 0.528 0.008 −0.021 3.9% −2.1% 1.8%

2003 0.530 0.013 −0.021 3.5% −2.1% 1.4%

2005 0.511 0.008 −0.021 3.8% −2.1% 1.7%

2007 0.516 0.002 −0.021 4.3% −2.1% 2.3%

出所：hm, hkは，宇仁［2011］の p18�p19�式に基づいて，次に示す k, m, lの

値を用いて計算した。kは図 10 に示す値を用いた。m/h1v2/ph2v1�で

あるが，垂直的統合労働投入係数 v1, v2は表１の注と出所に示す方法

で計算した。また垂直的統合された資本係数 h1, h2は，BEA, Fixed

Assets の Table 3.1ES. Current-Cost Net Stock of Private Fixed

Assets by Industry と Table 3.2ES. Chain-Type Quantity Indexes

for Net Stock of Private Fixed Assets by Industry から計算した産業

別実質資本ストック額をもとに BEA, the U. S. Input-Output Tables

を使って垂直的統合を行って得た値である（1997年以前については

BEA, Fixed Reproducible TangibleWealth in the United States SUR-

VEY OF CURRENT BUSINESS September 1998）。lは NIPAから

次のようにして得た法人企業の賃金所得利潤所得比を用いた。Table

1.14 の Net operating surplus と Consumption of fixed capital の和を

利潤所得とし，Compensation of employees を賃金所得として，算出

した。



Ⅵ 結論

1990 年代半ば以降のアメリカの成長体制に

ついては，「金融主導型成長体制」としてとらえ

られる。確かに，外国資本の流入増加，証券化

などの金融革新，ドル高政策などによって，資

産価格の実体経済の成長に対する感応性が顕著

に高まった。他方で 1990 年代と比べて 2000 年

代には実体経済の成長は鈍化し，資産価格上昇

のバブル的性格は強まった。

本稿の分析によると，この 2000 年代におけ

る実体経済の成長鈍化は，生産性レジームの変

化によるのではなく需要レジームの左方向シフ

トによる。IT化の影響により生産性レジーム

は上方向にシフトし，もし需要レジームが不変

ならば成長を加速させるはずであったからであ

る。需要レジームの左方シフトをもたらした直

接的要因としては，資本家の貯蓄性向の低下，

機械製品の貿易赤字の拡大および外国資本の流

入先の変化が挙げられる。外国資本の流入先の

変化は，住宅ローン債権の証券化の拡大を通じ

て，資産価格上昇の中心が株式から住宅に移っ

たことと関わる。

以下では資産価格の感応性を高めた上記の諸

要因が需要レジームに及ぼす効果について本稿

の結論をまとめる。民間企業部門への外国資本

流入は，資本蓄積効果を高めることを通じて需

要レジームを右方向にシフトさせ，投資財と消

費財の需要成長率と生産性上昇率を大きくする

効果をもつ。ただし，家計・政府部門への外国

資本流入は，このような資本蓄積効果をもたな

い。たとえば，住宅ローン債権の証券化商品の

購入というかたちで，アメリカへ流入した外国

資本の大部分は，家計・政府部門に向かったの

で，資本蓄積効果には寄与しなかった。

また，貿易赤字拡大が消費財部門だけで起き

るケースでは，それに対応する外国資本流入が

需要構造変化効果を高めることを通じて投資財

の需要レジームを右方向にシフトさせ，投資財

の高い需要成長率と生産性上昇率をもたらす。

しかし，アメリカのように，消費財だけでなく

機械製品など投資財でも貿易赤字が拡大してい

くケースでは，需要構造変化効果が負となり，

投資財の需要レジームが左方向にシフトするこ

とがある。この場合，仮に上記の資本蓄積効果

が正であったとしてもそれは相殺される。たと

えば，1995 年の逆プラザ合意以降のドル高政策

により，自動車をはじめとして機械製品の国際

競争力が低下していった 2000 年代のアメリカ

はこの状態に近い。さらに，上記のように 2002

年以降のアメリカでは，ほとんどの外国資本は

民間企業部門にではなく，家計・政府部門に流

入したので，資本蓄積効果は小さくなった。

以上の結果として，2000 年代アメリカへの外

国資本流入は激増したが，1990 年代と比べて

2000 年代の投資財の需要レジームは左方向に

シフトし，需要成長は鈍化した。つまり，アメ

リカへの膨大な外国資本流入，証券化などの金

融革新，ドル高政策などは資産価格の上昇をも

たらしたが実体経済における好循環をもたらさ

なかった。そして，実体経済に対する資産価格

の感応度が高い体制の下で，需要成長率が低下

すると資産価格が急落する。2007年以降は，資

産価格低下と実体経済の収縮という危機が現れ

た。
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