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は じ め に

1

2012 年末、日本と米国でそれぞれの有権者によって重要な政治選択が行われ

た。日本では安倍政権が発足し、日本再生に向けていわゆる「アベノミクス」

が次々に新たな施策を実行に移し始めた。また米国ではオバマ大統領が再選さ

れ、共和党が優位を占める議会（下院）との捻れが続くものの、なんとかこれま

でのオバマ路線が信認された。

ここで日本と米国、そして両政権が直面する課題とは、まず①リーマン・

ショックによるダメージが大きかった両国経済の順調かつ持続的な回復／拡大

である。次に、②それぞれが抱える中長期的な経済のボトルネック（財政の再

建、維持可能な社会保障〔年金／福祉／医療・社会保険〕システム、膨張する医療費

と公的負担抑制の問題、雇用創出と労働市場の問題等）への本格的対応を迫られて

いる。さらには、③潜在成長率が低下する中、イノベーションに支えられた成

長戦略の確立などが期待されている。また④現在まで金融緩和政策に強く依存

している経済運営を徐々に脱却し、バランスの取れた成長を達成していく必要

がある。これらの課題を着実に解決・改善していくためにはさまざまな分野で

新たな改革が避けて通れない。そこで両国ともいわば「21 世紀型経済構造改革」

とも呼ぶべき政策命題／プログラムに取り組むステージに入ったといえよう。

2014 年 9 月現在、政策プログラムの発信では「アベノミクス」はエンジン全開、

オバマ政権は課題山積（次期政権に期待？）と状況は異なるが、それぞれの抱え

る課題は重く、今後紆余曲折が見込まれる。

一方、欧州では 2010 年ギリシャ（国債）危機以降、金融部門を中心にユーロ

諸国に対する市場の信認が大きく揺らぐ中、危機に陥った国々に求める財政緊

縮強化等、従来型処方箋を巡って各国の足並みが乱れ、EUや IMFなどの対症

療法的支援も後追いに終始した（ECB による画期的な包括的国債支援策の表明ま

で）。その結果、金融危機のみならず実体経済不振が深刻化し、ドイツなど経済・
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財政運営が堅調な国と南欧諸国との格差が鮮明となり、ユーロ圏の求心力は大

きく阻害されることとなった。当面ドイツなど一部の国を除き各国経済は低迷

し、デフレリスクが続くなかで、それぞれの抱える経済課題への本格的取組み

は先送りを余儀なくされると懸念される。

2008 年に米国で発生しグローバル市場／経済を巻き込み、大きなダメージを

与えたサブプライムローン危機／リーマン・ショックのなかで、先進諸国は、

市場（原理・メカニズム）によって事態の解決ができないばかりか、金融を始め

とするグローバルな市場自体が抱えるさまざまなリスク、ぜい弱性に直面する

こととなった。そして「各国が抱える中長期的課題についても市場メカニズム

がより効率的に解決し、あるいは市場経済の中で自律的に解決していけるはず」

として、自由化と規制緩和を推し進める 90 年代的パラダイム＝「市場主義」へ

の信認はここで大きく揺らいでしまい、もはやそのままでは維持できなくなっ

た。先進国はここで危機管理及び経済再生のための、新たなそして強力なリー

ダーシップが求められることになった。

2009 年に登場した米国オバマ政権は、機動的な金融緩和政策に踏み込んだ

FRB（バーナンキ議長）と連携して深刻な危機の拡大を防止し、公的資金投入等

により金融システムの再生に成功したが、実体経済の回復（雇用・住宅投資など）

は緩やかで力強さに欠けた。政権二期目も経済の回復基調こそ鮮明になってき

たものの、財政問題（国債の上限額問題や予算）をめぐる民主、共和両党の対立

は続き、断行した改革（医療保険改革＝ACA、いわゆるオバマケアー、金融規制改

革＝ドット・フランク法）の実行段階で議会等に足を引っ張られる中、依然とし

て FRBの金融政策（グローバル経済の動向をも左右する金融の信用緩和〔量的緩和〕

政策、2014 年以降は緩和策縮小のタイムテーブルが注視されている）に依存する状

況が続いている。そうしたなかで米国の潜在成長率が低下し、あるいは長期停

滞リスクに直面しているといった懸念も高まってきた。

一方、日本はと言うと、2008 年リーマン・ショック後に円高・デフレ・外需

減少に伴う深刻な経済不振に陥り、2011 年には東日本大震災による危機に見舞

われた。その間、景気対策／震災からの復興事業を除くと、エネルギー政策や

財政再建（消費税増税）をめぐる論議が突出する中で、日本経済再生への本格的

な取り組みは十分とはいえなかった。こうしたなかで 2012 年末新たに登場し
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た「アベノミクス」のターゲットは、まさにいわゆる「日本病｣＝長期にわたる

経済低迷とデフレ（本書が指摘する「構造危機と政策危機の合併症」が本質）の克服

である。政権交代を機に起死回生的政策として打ち出された「三本の矢」戦略

に示される政策パッケージは、政策の「レジーム転換」（内閣府）を図るもので、

最優先課題として「デフレからの脱却・経済再生」を掲げて、まず第一の矢と

して異次元的金融政策の実施を断行することとなった。

2

「アベノミクス」が登場した際、繰り返されたメッセージの趣旨として「日本

を取り戻す」―新しい日本（の未来）を取り戻す。高度成長期に大きく輝き世

界から刮目された日本を再び新たに構築していく―が存在する。これはパラ

ダイム的には、サッチャー／レーガン時代に発信された「強い英国／米国」論

と同種の枠組みと見ることができよう（⇒第 2章「80 年代：英国病とサッチャー改

革」で詳説）。もちろん時代／経済環境、経済基本理念や、直面した経済課題（80

年代サッチャー／レーガン時代では、克服すべき経済課題はデフレとは反対の根強い

インフレ／スタグフレーション持続が課題であった）は当然大きく異なるとして

も、アベノミクスと、先進国改革モデルとして参照されるサッチャー改革、レー

ガノミクスには以下の共通項が指摘できる。

① 長期化した「構造危機と政策危機」（序章・Ⅰ章で詳述）による混迷に対応し

克服するため、大胆な政策基本理念の転換が存在し、

② 保守リーダー（およびリーダーを取り巻く政策グループ）による強い指導下で、

政策・改革が断行され、

③ 強い経済の再生／発展／拡大のための諸戦略を迅速に展開し、

④ 国民のコンセンサスを獲得・確保しつつ長期政権下で実現していく。

そしてリーマン・ショック後先進国の中でも回復が遅れた日本経済に対して、

アベノミクスが実施した政策パッケージ（基本方針として「経済財政の運営と改

革の基本方針」内閣府 2013年 6月、通称「骨太の方針」、以下「骨太の方針」）の中核

が、危機管理政策と中長期的成長戦略を連結させる「三本の矢」政策である。

「三本の矢」政策とは、次の表が示すように、三本の矢が（危機管理型＋従来型＋
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構造改革型）政策の組み合わせで構成されている。

「三本の矢」戦略のコンセプト

危機管理型＝待ったなしの大胆な金融政策：日本経済を下押しするデフレ圧力

と、円高からの緊急な脱却が目的→異次元的金融緩和策を実施

従来型（経済対策)＝機動的景気対策（公共事業や投資減税）や、各地災害復興／

インフラ強化事業等財政出動により景気下支えを行う

構造改革型＝経済体質改善のための施策➡「日本再興戦略」：成長／イノベーショ

ン戦略の策定、戦略特区設置、企業のコーポレートガバナンス体制

改革、TPP への積極対応などグローバル経済への適合度を上げる

政策（コンセンサス醸成に向けて、意見集約を図る←有識者／諮問

委員会を活用）

「アベノミクス」は「強い日本経済」再生に向けた、的確なターゲット設定と

有効な改革割当作成を目的としており、政策の実効性・迅速性・連続性・一貫

性を期待させるパッケージを目指しているとみられる。

こうした「アベノミクス」を支える理念は、「停滞の 20 年」に対する以下（ア)〜

(ウ）の批判的スタンス（とくに 2013年「骨太の方針」）からも窺うことができよ

う。これまでの「停滞の 20 年」については、日本経済が長期の景気低迷・デフ

レ経済に陥ったことが（ア)〜(ウ）を招来したとする。

（ア)「経済が成熟化するに伴い拡大した構造問題」の悪化を放置した

（日本経済の基礎体力を悪化させる要因への対策が不十分）

少子／高齢化加速・社会保障肥大・雇用構造二極化などへの対症療法的政策

の限界、産業構造基盤変化の軽視、インフラの劣化と災害対策の遅れ、人的資

本問題（教育を始め）の悪化、起業・市場活用の低迷、地域の衰退、そして財政

赤字問題を指摘している。

（イ) グローバル経済がもたらした構造変化への対応の遅れ

新興国の急台頭、IT化加速がもたらした日本産業の比較優位減少。産業再編

iv はじめに
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の遅れと競争力低下／ガラパコス化←グローバル・キャピタリズムに最適なレ

ジームへの構造改革を躊躇した点を指摘している。

（ウ) リーマン・ショック（08 年 9 月）の深刻なダメージへの対策不十分

前政権時の金融政策←日本銀行の政策が不十分としている。

そして 2013年からの即効性ある金融政策中心の危機管理政策（短期効果）に

加え、企業部門、家計部門に対する直接・間接的な成長支援策を実施し、さら

に中長期的効果を目的とする以下内容の成長戦略や体質改善策がロードマップ

に組み込まれ、実行段階に入りつつある。

● イノベーション等による生産性向上と産業基盤強化【日本産業再興プラン】

● 新たな成長分野の開拓【戦略市場創造プラン】

● グローバル化を活かした成長【インフラ輸出などの国際展開戦略】

● 国土強靭化戦略＝インフラの老朽化への対策や増大する災害被害への機動的

対応は国民的課題。事前の防災（地震・津波・原発・治山・治水）に注力。

● 2020 年オリンピック招致成功で観光立国・観光大国へ、新たなスマート・シ

ティ創設、再開発・インフラ整備を図る

● 安全／安心な社会環境（エネルギー・地域活性化・安全保障）の実現

2014 年、「アベノミクス」の成長戦略を具体化したプログラムとして「日本再

興戦略改訂」が公表され、「改革に向けての 10 の挑戦」が明示された。内容と

して「稼ぐ力を取り戻す」「（成長の）担い手を生み出す」「新たな成長エンジン

（を支援する）」という、企業を中心とした経済の供給側の体質改善、つまり日本

版「経済構造改革」を目指すと言えよう。今後「アベノミクス」ではプラス・

サム的な経済拡大成長戦略は良いとして、長期間続いてきた経済体質の改善・

変革が（真にかつ本格的に実施されれば）さまざまな抵抗軋轢・副作用を招くと

予想され、しかも「財政再建・健全化」という待ったなしの重荷を抱えるなか

でどのように実施していくか注目される。

3

筆者はこれまで主要各国に発生した深刻な経済・金融危機について、危機を

もたらした要因分析を行うと共に、各国が危機に対処した危機管理政策の比較

はじめに v
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検証を試みてきた。とくに 80 年代の欧州諸国（英国、オランダ、イタリア）や 90

年代アジア通貨危機（インドネシアなど）について事例研究を重ねた。その成果

は拙著『長期不況はなぜ繰り返すのか』（東洋経済新報社、2004）で対外公表を

行っている。そして事例研究を発展させて国際比較し、経済政策の視点から試

論をまとめ、桜美林大学大学院に「政策危機と経済の長期停滞―1970 年代以

降、6カ国に関する事例研究」として提出を行った（2008年 3月、学術博士論文）。

さらに筆者は学位論文での分析の枠組み―「構造危機と政策危機」という危

機解析の座標軸と、「最安価危機回避者／構造改革者という危機予防／危機管

理者」のコンセプトによって、80 年代（先進諸国経済の再生に登場した経済構造改

革）、90 年代（構造改革シンドロームの席巻）、2000 年代（市場の暴走と最安価危機

回避者の機能不全）、そして現在（21 世紀型構造改革の模索）と時系列的に分析を

行った。その成果について、桜美林大学紀要『国際経済・金融危機への対応と

政策危機』（経営政策論集 2009 年 2 月）、米国経済／金融危機について桜美林大

学産業研究所年報『サブプライム国際金融危機の本質』（産業研究所年報 2010 年

3月）、桜美林論考『21 世紀アメリカ経済論』（桜美林エコノミックス 2011 年 3月）

などに公表している。

筆者は上記紀要の成果をまとめると共に今般、日本経済の「失われた 20 年」

と称される長期停滞を「構造危機と政策危機の合併症」と捉え、現在進行中の

デフレ脱却と経済再生を進める「アベノミクス」に対して「危機管理＋伝統的

経済再生策＋日本型構造改革」の 3つの側面からアプローチを試みた。そして

国際比較経済政策の視点から、アベノミクスの経済基本理念を中心に、その歴

史的背景や他の先進国諸改革との関連比較を踏まえ、内容／効果を分析／予測

し、問題点／課題を指摘した。同時に拙著は 2000 年代以降にグローバル経済を

席巻した深刻な経済金融危機の分析を踏まえて、新たに課題となる「21 世紀型

経済構造改革」の展望を行った。

4

本書では日本・米国などが陥った深刻な経済／金融の危機に対して「危機管

理分析」の視点から、

vi はじめに
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① 危機のカテゴリーについて「構造危機」と「政策危機」の座標軸を設定し、

② 危機予防／危機管理に最も重要な役割を果たす「最安価危機回避者」概念の

提示を行い、

③ 危機の深化（「構造危機」と「政策危機」の合併症）に対する抜本的危機管理者

として「構造改革者」を位置付ける。そして過去の事例検証により「経済構

造改革」の困難さ、成功に至る「必要で十分な条件」（仮説）を踏まえ、21 世

紀の構造改革―とくに「21 世紀日本型経済構造改革」―にアプローチを

行った。

本書の構成は、以下のとおりである。

序 章 経済・金融危機に対する「危機管理分析」からの視点

第 1章 「構造危機」と「政策危機」の座標軸

第 2章 80 年代：英国病とサッチャー改革

第 3章 90 年代：「アジア通貨危機」と危機管理者としての IMF

第 4 章 21 世紀：「米国病」とグローバル市場の危機管理

第 5章 長期にわたる日本病と、「アベノミクス」の位置付け

第 6章 日本のヒューマン・キャピタル・クライシス

終 章 「21 世紀型経済構造改革」の展望

まず、序章で筆者の問題意識の所在を提示する。第 2 次世界大戦後、1960 年

代にかけて、国際経済は順調に復興したが、ブレトンウッズ体制が崩壊し、二

度のオイルショックが発生した 70 年代以降、先進国・主要途上国はたびたび大

きな経済／金融の危機に直面した。本書は各国に発生した深刻な危機／経済の

長期停滞に対して「危機管理分析」を行うために、共通した視座・枠組みを設

定し分析を試みた。

第 1章は危機のカテゴリーとして「構造危機」と「政策危機」の座標軸を設

けた。そして 1970 年代以降「構造危機」と「政策危機」の合併症の深刻な事例

として、以下の A〜Dを採り上げる。

Ａ．構造問題（経済の供給面）を抱え、スタグフレーションに陥った英国

Ｂ．アジア通貨危機（資本移動による外的ショック）が連鎖的に危機を誘発し

た ASEAN各国

はじめに vii
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Ｃ．バブル崩壊後、90 年代から「停滞の 20 年」（日本病）に陥った日本

Ｄ．経済繁栄と共に巨大な市場のバブルが醸成され、市場が暴走した米国

そして各危機に際しての「最安価危機回避者」と、「構造改革者」について検

証を行った。前者は、構造危機に際して最も低コストでこれを回避し得る（す

べき）「当事者及び政策当局者」、さらには経済社会が高度化するなかで、その

モニタリング／監視機能の役割が高まった各種「専門的機関」が該当する。後

者は、構造危機への対応が失敗し政策危機が発生した場合、あるいは経済の長

期停滞時に抜本的「危機管理者」として重要な役割を果たす。本章ではさらに

「補論 1」で 2011 年 3 月日本で発生した福島原発事故という SA（シビア・アク

シデント）事例により「最安価危機回避者」に対する検証を行う。そして「補論

2」では 2008年サブプライム危機時、格付機関などの「最安価危機回避者」の

行動に対して米国議会 FCICが行った「危機の検証と評価」を紹介したい。

第 2章では、70 年代英国経済が、国有化企業などの活力・競争力が低下を続

けるなかで、賃金・物価のスパイラル的上昇で経済がスタグフレーションに陥っ

た（「構造危機」）事例を採り上げる。そして需要面の政策を対症療法的に繰り返

し、抜本的施策を欠いた従来型「コンセンサス・ポリティクス」が危機を持続・

悪化（「政策危機」）させたのに対し、80 年代ドラスティックに改革を断行した

サッチャー改革について、「危機管理政策」と「構造改革」の両側面からアプロー

チし、その効果と問題点、負の遺産について考察する。

第 3章では、90 年代、直接的には「外的ショック（グローバル・マネーフロー

の急変）」が引き起こした「アジア通貨危機」への対応を巡り明暗を分けた

ASEAN 諸国（マレーシアとインドネシア）、危機管理者としての IMF の役割を

考察する。また「アジア通貨危機」がその後アジア各国にもたらした政策変化

（共通セーフティネットの構築など）をチェックする。

第 4 章では、90 年代には IT 革命を主導し、さまざまな米国スタンダードの

世界基準化に成功すると共に、市場メカニズムを最も活用し、国際経済を牽引

していた米国が、2000 年代に陥った「米国病」を検証する。「米国病」（ITバブ

ルの崩壊・エンロン事件・サブプライム金融危機）に共通した 3つの巨大なバブル

（投資・信認・仕組み）を「構造危機」と「政策危機」の視点から解析する。とく

にグローバル経済に最大級のダメージを与えた「サブプライム金融危機／リー

viii はじめに
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マン・ショック」の事例について「ミンスキー・サイクル」など米国経済に発

生した「金融市場不安定化のベクトル」を分析する。

さらに危機管理政権として登場したオバマ政権のパフォーマンス（第 1 期）

について概観する。

第 5 章では、90 年代に始まる「長期停滞」の時代（日本病）の日本経済に迫

る。停滞の 20 年がもたらした「日本経済の立ち位置の変化」とは何なのか、グ

ローバル経済が進展するなかで産業競争力ははたして十分か、また大きく後退

した業種・分野については、その原因は何だったのか、を概観する。そして、

日本経済の起死回生を図る「アベノミクス」の経済基本理念は何か、改革スタ

イルははたして過去の先進国の経済構造改革と比べてどのように類似あるいは

異なるのか、財政赤字累積という巨大な負の遺産を抱えるなかで、「アベノミク

ス」の役割期待は何か、改革手法・内容は何かを見ていく。

第 6章では、日本経済を支える基盤として重要な「人的資本」を考察してい

く。最近時、人口の減少・少子化が一挙に注目を集めているが、先進国日本が

抱える「人的資本」問題はより複雑で多面的である。「構造問題」としては最も

解決が難しい分野であろう。ますます深刻化が指摘される人的資本形成の阻害

（児童虐待）をはじめ、「底だまりするニート・フリーター人口」「学校（いじめ他）

問題」「メンタルヘルス悪化問題」といった事象は、果たしてどんな政策によっ

て改善が可能なのかを問う。

終章では、日本（「アベノミクス」）・米国（オバマ改革及びポストオバマ）につい

て展望する。社会保障負担増など先進国が共通して抱える諸問題を抱えつつ、

中長期的成長を実現するために、日本と米国が現在試行錯誤の途上にある「21

世紀型経済構造改革」のゆくえを模索する。決して容易ではなくまた確実な「方

程式」があるわけでもない「経済構造改革」について、その成功する条件は何

か？ 「必要条件」「十分条件」といったメルクマールを使用してアプローチを

試みる。とくに「アベノミクス」については、アベノミクスを司令塔とする政・

労・使三位一体型のスタイルをとり、「成長」を基本理念とする「日本型経済構

造改革」と位置づける。そしてアベノミクスの期待する 3つの成長エンジンが

果たして順調に日本経済再生を牽引していくのか、日本経済全般を底上げする

「構造改革」プログラムは何か、成功する「十分条件」の観点で何が課題・問題

はじめに ix



i-x_JAPANHA責今.mcd  Page 10 14/10/08 17:09  v6.10

なのかを考察した。

今般、本書を企画したのは 2013 年秋であったが、本書のモチーフ／問題意識

自体は 1997年シンクタンク勤務時に経験したアジア通貨危機に遡る。以来、多

くの碩学・先学から学ぶことができた。参考文献に記載すると同時にあらため

て感謝したい。

そして本書の刊行に至るまでには多くの方々に学び助言を頂いた。まず、本

書の方法論の原点となっている『長期不況はなぜ繰り返すのか』の上梓（2004

年）にあたっては、東洋経済新報社の高井史之氏にたいへんお世話になってい

る。次に 2008年博士学位論文では堀江康熙九州大学名誉教授の御助言を頂き、

桜美林大学（大庭篤夫名誉教授、小沢雅子教授、加藤朗教授）、拓殖大学渡辺利夫総

長の御指導を頂いた。また国際金融全般については筆者の米国及びシンクタン

ク勤務以来お世話になっている小谷野俊夫静岡県立大学名誉教授の貴重なご意

見を頂いた。さらに今回、実際に本書が出来あがるまでの原稿全体及び細部に

ついてのチェックを妻真理子に負っている。この場を借りて深く感謝致したい。

もちろん、本書に存在する誤り、分析不足、独断的結論などはすべて著者の責

任である。読者の忌憚のない指摘を待ちたい。

次に、出版に際し、当初企画の段階から桜美林大学による「2014 年度学術出

版助成制度」の候補となり、審査の結果助成を受けることができた。また対外

刊行に関しては出版環境が非常に厳しい中で、老舗出版社「弘文堂」による全

面的支援・賛同を得ることができた。ここにあらためて厚く御礼申し上げたい。

とくに猛暑の中、初稿からたんねんに目を通して、的確な指摘を頂いた同社編

集部外山千尋氏にあらためて感謝申し上げたい。

2014 年 9 月

平田 潤
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