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は じ め に 
 

「宮沢賢治の森」、第 1 部は「宮沢賢治は、なにを願っていたか」、第 2 部は

「宮沢賢治と、食を考える」に続き第 3 部は「宮沢賢治と、世界同時不況を考

える」とした。 

2008.9.15 米国大手投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻して、世界の金融業

界に衝撃を与えた。この米国発世界金融危機は世界中の株式市場に恐慌をもた

らし、株価が一気に急落した。2008.10.24(金)、ニューヨーク市場のダウ平均

株価指数の終値が 837 ﾄﾞﾙの最安値を記録、この日は 80 年前 1929.10.24(木)に

世界金融危機が起きた丁度 80 年目にあたった。今回の世界金融危機は、全世界

の政治経済・産業界・国民生活を巻き込んで世界同時不況に発展し、世界の仕

組みを根底から揺り動かし未来へも影響を及ぼしつつある危機として、現在進

行中である。身近な生活や今後に影響を及ぼすという世界同時不況の真相は一

体何なんだろうか。これを是非調べてみたいという気持ちから「調べ学習」の

テーマに選んで取り組むことにした。 

1929 年米国発世界同時不況が始まり世界恐慌に発展した。1933 年宮沢賢治が

亡くなる 4 年前の年のことである。80 年前の世界同時不況と現在の世界同時不

況の二つは、なにが同じで、なにが違うのか。現在を知るためには過去を知ら

なければならない。歴史に学ぶ意義は、過去を振り返って考察することにより

現在・未来が見えてくることだといわれている。 

賢治を道連れに選んだのは、20 世紀初頭を生き、1929 年世界恐慌を体験した

人物であり、その短い生涯で膨大な作品を生み出した。賢治も時代の子である。

そのため、作品のどこか時代の影を落としている筈である。賢治作品の中から

時代を読み取ろうとして賢治を選んだ。東北の岩手から、賢治は世界をみてい

た。賢治は、その時代になにを見て、なにを考えていたか。そこから、わたく

しは現在なにを見て、なにを考えたらよいのか。 

経済の仕組みがわからないと金融危機の仕組みが理解できない。自分なりに

どれだけ理解できるか、当面の目標に定め、手当たり次第参考になる本を借り

出して読むことから始めた。 

紀元前 8000 年前の氷河期にヒトは食糧不足に陥って飢餓となった。それまで

狩猟採集をしていたヒトが沼地に生える穀物を採集して食糧となることを覚え

飢えをしのいだ。やがて、種を播いて育てると効率よく食糧が得られ、さらに

貯蔵して稔りが少ない年に食いつなぐこと知恵を学んだ。これが農業革命であ

る。ヒトは自然に働きかけて余剰食糧を得るようになると、地域ごとに生産物

を交換することで富を蓄積していった。これが交易・経済の始まりである。 
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一方、人類の歴史を文明で捉える見方がある。その一例として新･京都学派の

哲学者上山春平の「日本文明史の構想」によると、AD700 年までを「自然社会」、

1900 年までを「農業社会：第一次文明」、1900 年以降を「工業社会：第二次文

明」としている。また、比較文明論という見方があり伊東俊太郎らが「日本比

較文明学会」を組織して国際的な国際比較文明学会」と連携して文明と歴史の

研究を進めている。これらが一般的な歴史学の系譜である。 

これらの学問は現在起きている「世界同時不況」をどのように捉えているの

だろうか。社会学・歴史学が時代の変遷を解釈するだけものであってはあまり

意味がない。現在起きている現象を分析・解明し、問題点を洗い出して将来に

対して提言を行うことができなければ役に立つ学問といえないのではないだろ

うか。現在起きている「世界同時不況」は政治経済の分野であるため、経済学

の分野からさまざまな著作が発表されている。 

図書館の検索を使い、「恐慌」をキーワードにさまざまな本を借り出し、読む

ことから「調べ学習」がはじまった。本論考の末尾の参考文献はさまざまな分

野を渉猟した末に参考となるものとして残ったものである。その過程は、まさ

に海図なき航海だった。手探りで本を探し出し、自分が理解できるかできない

かを一つの物差しとして本選びを行っていった。本論考で、特に参考になった

書物は下記の人の著作である。 

中村政則      経済史     昭和恐慌 

金子 勝      経済・財政   現状分析 

河宮信郎      科学・経済   現状分析 

水野和夫      エコノミスト  歴史発展法則・金融資本の現状分析 

※ウォーラースティン 哲学・歴史   歴史発展法則 

水野和夫の著作「金融大崩壊」でウォーラースティンを知った。水野和夫は

金融資本主義（ウォーラースティンは金融資本主義には言及していない）の述

語を提起し、世界の金融資本主義の元締めの米国を「アメリカ金融帝国」と称

し、金融資本主義世界経済が崩壊しつつあると記述している。 
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第１章 雨ニモマケズ風ニモマケズ 

 

大正末期（昭和元年 1926 年）は 1923 年関東大震災、1924 年文部省学校劇禁

止令、1925 治安維持法の施行と続き、それまでの大正モダニズムが国家権力に

よってされ否定され、軍国主義・ファッシズムへと突き進んだ時代だった。言

論や表現の自由が否定されているため、政治的な言動をすることが難しかった。 

賢治の主張を吐露した作品にはものに「農民芸術概論」がある。また、詩の

代表作は「雨ニモマケズ風ニモマケズ」がある。この作品は 1931 年手帳に書き

留められていたもので生前公表されなかった。 

 
〔雨ニモマケズ〕 

雨ニモマケズ 

風ニモマケズ 

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ 

丈夫ナカラダヲモチ 

慾ハナク 

決シテ瞋ラズ 

イツモシヅカニワラッテヰル 

一日ニ玄米四合ト 

味噌ト少シノ野菜ヲタベ 

アラユルコトヲ 

ジブンヲカンジョウニ入レズニ 

ヨクミキキシワカリ 

ソシテワスレズ 

野原ノ松ノ林ノ蔭ノ 

小サナ萱ブキノ小屋ニヰテ 

東ニ病気ノコドモアレバ 

行ッテ看病シテヤリ 

西ニツカレタ母アレバ 

行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ 

南ニ死ニサウナ人アレバ 

行ッテコハガラナクテモイゝトイヒ 

北ニケンクワヤソショウガアレバ 

ツマラナイカラヤメロトイヒ 

ヒドリノトキハナミダヲナガシ 

サムサノナツハオロオロアルキ 

ミンナニデクノボートヨバレ 

ホメラレモセズ 

クニモサレズ 
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サウイフモノニ 

ワタシハナリタイ  

 

この詩は「雨ニモマケズ手帳」にカタカタ交じりの書式で書かれている。山

大和ことばは本来ひらがな表記が読みやすい。賢治作品は殆どひらがな表記を

されており、この詩は例外である。カタカナ表記は戦前の法律などの公式文書

に使われたりしており、賢治が特別の思いを託すために使ったのではないか。 

賢治は農民芸術概論綱要の序論で「世界全体が幸福にならない限り、個人の

幸福はありえない」と記述している。仏教では根本的な苦しみを生老病死の四

苦とし、雨ニモマケズの詩が起承転結で構成されているとすれば、東西南北の

転の段では東が病、西が老、南が死、北が生に対応する。「ケンクワヤソショウ

ガツマラナイカラヤメロトイヒ」が生の句になる。 
あらそいをなくしたいという賢治の願いは「みんなが幸せに生きる」ことに

通底する。人が言葉を生みだした原初には言葉に命が宿っていた。他人の不幸

を我がことのように考えた賢治は、命の言葉をつむぐ詩人だった。 
 
1931 年賢治は「北守将軍と三人兄弟の医者」、1932 年「グスコーブドリの伝

記」の童話をそれぞれ『児童文学』に発表している。前者は西域に仮託した戦

争の悲哀と平和の願いを込めた物語である。後者は賢治自身の生涯を擬した構

成になっている。後者のイーハートーブは岩東部（イワトウブ）＝岩手県東部

と推測され「ヤマセ」の常襲地帯の下北半島から岩手県の太平洋側一体と考え

られる。この作品の主人公は東北地方の冷害に苦しむ農民を助けようとして立

ち向かう。次に「グスコーブドリの伝記」を抜粋する。そそ 

 

そして、ブドリは十になり、ネリは七つになりました。ところがどういふわけで

すか、その年は、お日さまが春から変に白くて、いつもなら雪がとけると間もなく、

まつしろな花をつけるこぶしの樹もまるで咲かず、五月になつてもたびたび霙がぐ

しやぐしや降り、七月の末になつても一向に暑さが来ないために去年播いた麦も粒

の入らない白い穂しかできず、大抵の果物も、花が咲いただけで落ちてしまつたの

でした。  

  そしてたうたう秋になりましたが、やつぱり栗の木は青いからのいがばかりでし

たし、みんなでふだんたべるいちばん大切なオリザといふ穀物も、一つぶもできま

せんでした。野原ではもうひどいさはぎになつてしまひました。 

中略 

  それから三日の後、火山局の船が、カルボナード島へ急いで行きました。そこへい

くつものやぐらは建ち、電線は連結されました。  



 7 

 すつかり仕度ができると、ブドリはみんなを船で帰してしまつてじぶんは一人島に

残りました。  

  そしてその次の日、イーハトーブの人たちは、青ぞらが緑いろに濁り、日や月が

銅いろになつたのを見ました。けれどもそれから三四日たちますと、気候はぐんぐ

ん暖くなつてきて、その秋はほぼ普通の作柄になりました。そしてちやうど、この

お話のはじまりのやうになる筈の、たくさんのブドリのお父さんやお母さんは、た

くさんのブドリやネリといつしよに、その冬を暖かいたべものと、明るい薪で楽し

く暮すことができたのでした。  

宮沢賢治校本全集版 
 

 
上図は冷害を示しているが、賢治の晩年には風水害が頻発した。この作品の

発表するまでに母体となる数作品を起稿している。科学者賢治は科学の力を使

って冷害の脅威に立ち向かおうとした。人工的に火山を爆発させて気温を上げ、

捨て身で冷害を防ごうとした。今日の気象学では、火山の爆発による火山灰は

むしろ気温を下げるものとされている。当時の科学水準を反映した賢治の発想

を今日のレベルでこれを責めることはできない。 
当時、治安維持法が施行され官憲による言論封殺が行われていた。三作品共

政治的な表現は抑制されている。「雨ニモマケズ」を含め賢治の願いは反戦平和

だった。哀しいまでに人の幸せを願う賢治の心情が万人の心を打つのである。 
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第２章 1930 年世界同時不況と、宮沢賢治が生きた時代の諸相 

 

世界同時不況が世界恐慌・昭和恐慌に発展 

世界第一次大戦(1914～1918)がヨーロッパでおき戦時物資などの需要が伸び

て国際市場が拡大し、世界経済の規模は大戦前に比べて飛躍的に拡大した。戦

争終結と共に市場が縮小すると需要は減り、供給が余るので設備過剰になった。

物が売れないと株価・物価暴落→企業倒産・生産規模縮小→失業者増大、消費

者の購買力低下→更に企業倒産・生産縮小。これがデフレ・スパイラルという

経済規模の縮小過程である。米国による金融引き締めが日本を含む世界各国の

実体経済に大きな影響を及ぼした。1927 年ニューヨーク株式市場の株価が暴落

し金融危機がはじまる。その影響が直ちに日本にも波及した。 

これによって、日本経済は未曾有の大不況に陥った。これが世にいう 1929 年

～1935 年世界大恐慌・昭和恐慌である。金本位制の基に各国が金融引き締めを

余儀なくされ、金融恐慌がおきた。1929 年を基準にして 1932 年までの各国の貿

易・鉱工業生産・物価の落ち込みが大きかった。日本は 1931 年に金本位制から

離脱したため、為替レート減価による輸出が増加した。通貨の量を政府の政策

によって調整できる管理通貨制度に移行すると金融が緩和され、デフレが収ま

った。その反面、赤字国債の増発が国家財政を悪化させ、軍拡への道を広げる

端緒にもなった。 

資本主義は、誕生当初からたえず好況・不況・恐慌・回復の過程を繰り返し

発展してきた。日本の最初の資本主義恐慌は、1890 年恐慌、日清戦争後の 1900

～1901 年恐慌、日露戦争後の 1907～1908 年恐慌、第一次世界大戦後の 1920 年

恐慌がほぼ 10 年ごとにおきた。この昭和恐慌は、これまでの恐慌とは比べもの

にならないほど広く、深く、長い大恐慌だった。国民生活は窮乏・疲弊し、そ

の不満は政府に向けられ、テロ・クーデター、労働運動の激化などの政治危機

を引き起こし、ファシズムの勃興、満州事変などのはじまる 15 年戦争の引き金

になった。 

 

金本位制とは、金を本位貨幣とし、通貨の単位価値と一定量の金と金兌換・自由

輸出入を通じて等価関係でむすびつけられている制度（広辞苑）。 

金本位制は国際収支を均衡させる効果があると考えられている。複数の国が存在

していて、それらの国が金本位制を採用している場合、流通している通貨が異なっ

ても事実上「金」が世界共通の通貨であることになる。 

経常収支の均衡している国の場合、設備投資が活発になり好況になったとする。  

1.国内の貯蓄がそれまでと変わらなかった場合、経常収支は赤字となる。  
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2.経常収支の赤字は輸入による自国通貨（金）の流出が、輸出による自国通貨（金）

の流入を上回ることである。  

3.このことは国内の通貨残高減少を意味する。  

4.通貨減少により国内の金利は上昇し設備投資が減少する。  

5.景気は経常収支が均衡するまで沈静化し、やがてﾊﾞﾗﾝｽをとる。  

このﾌﾟﾛｾｽにおいて、金利上昇時に国外からの資本流入が起きると、設備投資は減

少せず、経常収支も均衡しない。経常収支と資本収支の合算が均衡している限り国

内の金は増減せず国際収支は均衡する。逆のﾌﾟﾛｾｽとして不景気に陥った際も金の流

入がﾌﾟﾗｽになれば景気が回復する。 

 

管理通貨制とは、政府が行政権の支配できる領域で通貨の総量・総額を、政策目

標（物価の安定、経済成長、雇用の改善、国際収支の安定など）に合わせて調整し

て経済政策がとれるやり方である。具体的には国民経済における主要な交換媒体で

ある通貨の存在量、供給・毀損量を常時監視し、貨幣の需給を管理することで（反

照としての）物価を安定させる目的での制度である。 

管理通貨制度は、景気や物価調整のために柔軟な通貨量調整をすることができる

ﾒﾘｯﾄがある。一方で通貨当局と行政府の関係性（独立性と協調性）がつねに問われ、

通貨当局が行政府の影響下にある場合、景気対策のための恒常的な金融緩和がｲﾝﾌﾚ

を招く場合がある。また独立性が法的に極端に保護されている場合、通貨当局の失

策が国家に破滅的な混乱をもたらす場合がある 

ｳｷﾍﾞﾃﾞｨｱﾌﾘｰ百科辞典 

 

米国の恐慌 

都市の失業者数は 1933 年ピーク時 1295 万人、失業率が 25.6％に達し、四人

に一人が失職。正社員も賃金切り下げを余儀なくされた。不況は農村にも及び、

穀物・茶・綿花などの農産物の価格が下落。農産物が売れないため何百万人と

いう農民が莫大な損害を蒙った。1920 年代まで、米国経済は自動車産業が発達

し高速道路網が整備され、自動車・冷蔵庫などの家電製品が普及して「繁栄の

時代」を謳歌していた。 

日本では、米国より約 40 年遅れ 1960 年代に入り同様の大量生産・大量消費

の生活様式が普及した。 

 

日本の恐慌 

1930 年当時の日本人の一人当たりの国民所得は米国の約 1/9、英国の約 1/8、

仏国の約 1/5「昭和 5～9 年生活水準の実態」（外務省総務局 1947 年作成）とな

っており、これが国内総生産・国力に対応する。1931 年は最悪期を迎え、物価

暴落、株価崩落で証券市場は大混乱に陥り、中小企業の倒産、大企業の合理化・

工場閉鎖・人員整理などが相次ぎ、失業者増大した。小売業の破産・夜逃げな



 10 

ども相次いだ。日本銀行「労働統計概説」の雇用者指数によると、失業者は新

規供給を加えると 300 万人を超すと隈谷三喜男が述べている。（下記に示す当時

の人口が 6000 万人、現在 1 億 2756 万人に換算すると 638 万人に相当する） 

 

第一次産業：農林漁業、鉱業、 

第二次産業：製造、建設、 

ｶﾞｽ・電気、 

第三次産業：商業・通信・運輸他 

 

1930 年の第一次産業人口約

1500 万人のうち、農漁業の人口

が約 1000 万人。（原朗の新統計

による） 

1926年頃から農産物価格は下

降はじめ、1930 年の生糸価格が

前年比半値以下の大暴落、これを契機に他の農産物価格も軒並みに惨落した。

1930 年の全国農家 560 万戸中の約 4 割弱、222 万戸の農家が養蚕を副業にして

いた。当時の農家にとって養蚕収入は娘たちの女工などの出稼ぎ賃金とならん

で一家の重要な現金収入源だった。大恐慌は養蚕農家の収入源を断ち切り、養

蚕業を壊滅に追い込んだ。 

 

ちなみに、現在の玄米の平均収量は農業技術の進歩により全国平均 500kg 前

後、大正期の約 2 倍になっている。当時、米は自由に米穀市場で売買されてい

た。米の流通価格の変動は農民の生活の生命線を左右していた。 

 

参考：20 世紀末の大凶作 

1993 年全国作況指数 74 367kg、岩手県作況指数 30 152kg 

上図は明治・大正・昭和の東北地方の冷害について、気温と収量の経年変化

を示している。昭和恐慌の時期に 2～3 年おきに冷害が東北地方を襲っている。

東北・北海道は大恐慌に凶作が重なり、1930 年から東北農村を中心に本格的に

農業恐慌となった。 

 

1932 年「農業年報集は「農業恐慌の全国的展望」を特集して興味ある分析をおこ

なっているが、その冒頭に「惨たり！農民生活」の見出しをかかげて、次のように

記している。 
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凶作ならばまだしも、凶作ならざる農村に、食うべき食糧がない、とは何たる矛

盾の甚だしい世の様だ。いま農村には、食ふに困るものが簇出してゐる。山の木の

葉を取って食ったり、おからで飢えを凌いだり、犬や猫を殺して食ったり、フスマ

で命を継ないだり、欠食児童の弁当ドロが行われたりしてゐる。何たる姿だ。宛然、

餓鬼道の観を呈してゐる。その上、凶作でものしかかってきたら、生き延び得られ

る百姓はいったい何人位あるだろう。 

1934 年東北農村を襲った大凶作は大飢饉となり、農民の一部には借金の形に娘を

身売りするものがでるほど追い詰められた。 

中村政則：労働者と農民 日本史の社会集団 7 小学館 

 

 



 12 

第３章 宮沢賢治とウォーラースティン 

 

現在進行中の世界同時不況に対し、宮沢賢治と社会学者・歴史学者ウォーラ

ースティンを取り上げ、両者に共通するところを記述してみる。宮沢賢治の人

なりについて、宮沢賢治の森第 1 部「宮沢賢治は、なにを願っていたか」で論

及した。そこでは「宮沢賢治の基本軸」として文学者・信仰者・科学者・農業

者の 4 つを挙げ、中心となる思想について予言者と位置づけた。 

代表的なウォーラースティンの世界経済の理論は「世界システム」である。

大辞林は次の定義をしている。 

 
世界 
慣習的に国家を単一のｼｽﾃﾑとみてきた従来の発想に対し、世界全体を単一の社会

とみなし、その内部構造を、国際分業・中心・周辺といった分析概念を用いて把握

しようとする巨視的な歴史観。      世界ｼｽﾃﾑ論：大辞林 

 

ｳｲｷﾍﾟﾃﾞｨｱﾌﾘｰ百科事典の「ウォーラースティン、世界の一体」はウォーラー

スティンの全体像を簡略に紹介しているので、その一部を抜粋する。従来の歴

史学が国家や民族の「リレー競争」のようなものとして描いていると批判して

いる。特に 16 世紀以降の近代世界は一国史の寄せ集めはなく、一つの大きなシ

ステム「世界経済」であり、個々の国や民族はこのシステムを構成する一要素

であって、それぞれの国の歴史は世界史の一部分にほかならないとした。 

 

ウォーラースティンの人物とその理論 

1930～は、の社会学者。がその政治経済学の根底にすえた唯物弁証法や史的唯物

論、国際政治経済学での従属理論、それに歴史学の学派の代表的存在であるの研究

方法を踏まえて、の大航海時代がもたらした世界的交易を起点に、世界は政治経済・

社会的差異を包含して機能する一つの化し、今日に至るまで続くとする「世界を単

一のとする巨視的な観点による、政治経済学と社会学を包括した世界論」を提唱、

確立した。 
世界とは、複数の文化体（帝国、都市国家、民族など）を含む広大な領域に展開

する分業体制であり、周辺の経済的余剰を中心に移送する為の史的である。世界と

は言うものの、必ずしも地球全域を覆う規模に達している必要はなく、一つの国・

民族の枠組みを超えているという意味で世界と呼ばれるのである。による大陸の「発

見」以前においても世界は存在したとされる。中央（中核）・半周辺・周辺（周縁）

の三要素による分業であり、歴史上、政治的統合を伴う「世界帝国」か、政治的統

合を伴わない「世界経済」かの、どちらか二つの形態をとってきた。 
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覇権による時代区分と、3 つの地域の特色 
 時代区分 ｢中核｣ 

地域 

｢半周縁｣ 

地域 

｢周縁｣ 

地域 

特色 世界商品 

17 世紀初

頭～18 世

紀中頃 

 

ｵﾗﾝﾀﾞの覇

権 

ｵﾗﾝﾀﾞ ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ 重商主義による西

ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸国の争い

のなかｵﾗﾝﾀﾞが覇

権を掌握。16 世紀

以来の世界の一体

化が進展。 

1 

 

ｲｷﾞﾘｽ 

 

ﾌﾗﾝｽ 

ｽﾍﾟｲﾝ 

 

南ﾌﾗﾝｽ 

西ｱﾌﾘｶ 

 

東ﾖｰﾛｯﾊﾟ 

17 世紀後半以降、

ｲｷﾞﾘｽが環大西洋

地 域 に 市 場 を 拡

大、ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶと西ｱﾌ

ﾘｶを従属化。 

茶、ｺｰﾋｰ､ﾀ

ﾊﾞｺ､ｷｬﾗｺ、

黒人奴隷 

18 世紀中

頃 ～ 1917

年 

ｲｷﾞﾘｽの覇

権 

ｲｷﾞﾘｽ 欧州諸国 ｵｾｱﾆｱ ﾌﾗﾝｽとの植民地抗

争に勝利したｲｷﾞﾘ

ｽが覇権を確立、世

界の一体化がほぼ

完成。 

2 

 ﾌﾗﾝｽ 

 

ﾄﾞｲﾂ 

ｱﾒﾘｶ 

ｶﾅﾀﾞ 

 

ﾛｼｱ 

日本 

東南ｱｼﾞｱ 

ｲﾝﾄﾞ 

ｵｽﾏﾝ帝国 

ｱﾌﾘｶ 

ﾗﾃﾝｱﾒリｶ 

ﾊﾞﾙｶﾝ諸国 

蒸気船の普及によ

り、工業製品の大

量輸送や地球規模

での移民が可能と

なる。19 世紀には

ﾄﾞｲﾂとｱﾒﾘｶ合衆国

が「中核」に加わ

った。 

綿花、綿織

物、鉄、石

炭、ｺﾞﾑが加

わる。 

3 1917 年 ～

1967 年 

 

ｱ ﾒ ﾘ ｶ合 衆

国の覇権 

ｱﾒﾘｶ 

 

西欧 

 

日本 

 

( ｿ ｳ ﾞ ｨ ｴ ﾄ

連邦) 

韓国 

 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

 

(東 ﾖｰ ﾛｯ ﾊ ﾟ

諸国) 

ｵｾｱﾆｱ 

 

東南ｱｼﾞｱ 

 

ｲﾝﾄﾞ 

中東 

ｱﾌﾘｶ 

ﾗﾃﾝｱﾒリｶ 

ｶﾅﾀﾞ 

(中国) 

2 つの世界大戦を

経てｱﾒﾘｶ合衆国が

ﾄﾞｲﾂとの覇権争い

に勝利し覇権を確

立、世界ｼｽﾃﾑが地

球全体を覆った。 

 

ﾛｼ ｱ革命以降の社

会 主 義 国 家 群 が

「反ｼｽﾃﾑの運動」

を展開。ﾍﾞﾄﾅム戦

争によりｱﾒﾘｶ覇権

が衰退し、多極化

の時代となった。 

石油、自動

車等が加わ

る。 

 

ウォーラースティンによれば、近代世界は「中核」、「半周縁」、「周縁」の 3

部分から構成され、それ自体の内的運動によって不断に膨張しつつ変化する「史的」

である。その資本主義的な「世界経済」の形態をとっており、この「世界経済」は

「長期の 16 世紀」にその起源を持っていること、そして、そこには、特有の生産物
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再分配様式、つまり貢納による再分配の様式（これを、は「経済上の」と呼ぶ）か

ら、全く異質な社会への「移行」があった、としている。また、資本主義的な「世

界経済」は、単一の分業によって結ばれておりながら、政治的には多中心であり、

文化的にも多様である。その点が、16 世紀以前の「世界帝国」とは異なるとした。 

史的としての「世界経済」の変動には「循環運動」と「長期変動」があり、前者

は資本主義生産の無政府性と有効要の限界から生まれ、ほぼ 40～50 年の周期で繰り

返される拡張と好況、停滞と不況の 2 局面の交替に代表されるの。後者は利潤増大

のための生産諸要素（財貨・土地・労働力）の不断の商品化、生産における機械化、

世界経済の地域的広がり、さらには社会運動、労働運動ないし民族運動のかたちを

とった反体制運動としてあらわれる。この二者の相互作用のうえに「世界経済」は

生命にも相似する発生・成長・衰退・死滅の経過をたどるであろうとした。 

なお、は世界が資本主義の「世界」と社会主義の「世界」に分断されているとし

てきた冷戦期にあっても、「世界経済の一体性」を強調した。彼は、連邦が近代世

界のなかで合衆国と政治的には敵対することで、むしろ機能的には世界経済を安定

化させていると論じている。 

このように整理された考え方は彼の学問上の師フェルナン・ブローデルに逆影響し

て、その『物質文明・経済・資本主義』において、「世界=経済」というかたちでより

広い視野のもと多角的な視覚から考察されている。さらに国際政治学にも影響をあたえ、

の覇権循環論（長波理論）に共感をもってむかえられるなど多方面にわたる影響をおよ

ぼしている。この｢世界の一体化｣は 1999 年日本の世界史教育の学習要領に盛り込まれ

た。 
 

史的システムの 3 つの型 

 世界ｼｽﾃﾑ＝社会ｼｽﾃﾑ 政治経済 
1 互恵的ﾐﾆｼｽﾃﾑ 

(紀元前 8000 年 
農業革命以降) 

生産力が低く剰余生産物の少ない段階。 
剰余生産物が少ないので、生産物は年長者に

より管理され平等に分配された。余った生産

物は隣接するﾐﾆｼｽﾃﾑ間で互恵の関係が始まっ

た。 

家 族 単 位 の 集

ま り が 個 々 に

分散している。 

2 再分配世界帝国 
(紀元前 3000 年～16
世紀) 
ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ﾒｿﾎﾟﾀﾐﾔ・中

国・ﾛｰﾏなど 

生産力が高まり剰余生産物がうまれた段階。 
支配者は、官僚を使って被支配者に支配階級

が維持できるような課税、公共土木工事への

就労、兵役義務を負わせた。 
封建制の末期には大きな官僚組織と軍隊の維

持が困難となり、これらが世界帝国の基盤を

崩壊させた。 

ﾐ ﾆ ｼ ｽ ﾃ ﾑを統合

し て 次 第 に 発

展してゆき、支

配 者 が 全 て を

統治。 

3 資本主義世界経済＝ 
近代世界ｼｽﾃﾑ 
(16 世紀～今日： 
約 500 年) 
西ﾖｰﾛｯﾊﾟから全世界

へ広がる。 
不平等な発展と不平

等な交換と剰余価値

の搾取を基盤とする

技術革新により生産力が飛躍的に高まり、商

品生産は無計画に大量に行われ、商品が市場

で取引され資本が蓄積される段階。末期には

IT 技術と情報通信の発達により高度化。 
個々の資本家は市場での競争に打ち勝つため

に、夫々が商品生産計画を立て、事業拡大と

高付加価値を付けるために技術開発を行う。

資本家は労働者の労働条件を切り下げ、直接

生産者からの仕入価格を抑え生産ｺｽﾄを低く

政 治 的 に 国 境

を確定。主権国

家が成立。 
世 界 的 な 統 合

を欠き、経済と

い う 弱 い 紐 帯

しか持たない。 
金 融 経 済 が 国

境 を 消 滅 さ せ
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ﾋｴﾗﾙｷｰ的ｼｽﾃﾑ。 
現在、金融資本主義

世界経済が崩壊し終

焉を迎えつつある。 

売値を高くして高利潤を得ようとする。 
先進国と開発途上国間の不平等な取引は開発

途上国をさらに貧困に陥れ、絶えざる成長は

資源の浪費と地球環境の悪化を招いている。 
暴走する国際金融は、これらにより主権国家

の基盤を切り崩しつつある。 

る。 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｾﾞｲｼｮﾝ

の段階。 
 

 社会主義世界ｼｽﾃﾑ 
われわれは資本主義

から社会主義への移

行期に生きている。 

進んだ科学技術にもとづき、世界人口の全必

要量を満たす全生産量を集団的に意思決定す

る。全生産量に必要な全労働時間量は個々人

の潜在の能力を引き出し、諸資源を含め必要

最小限になる。 
平等や公正の度合いを最大限に高め、また人

間自身による人間生活の管理能力を高める(す
なわち民主主義をすすめ)、創造力を解放する。 

世 界 の 政 治 経

済 を 統 合 し た

社 会 主 義 的 世

界 政 府 が 展 望

される。 
100～150 年を

要 す る か ど う

か。 
ｳｫｰﾗｰｽﾃｨﾝ：世界経済の政治学 同文館より第Ⅰ部・第Ⅲの抜粋に若干の意訳を付加 

ｳｫｰﾗｰｽﾃｨﾝ：史的ｼｽﾃﾑとしての資本主義 岩波書店 Ⅳ結論―進歩と移行より 

注：ｳｫｰﾗｰｽﾃｨﾝは「金融資本主義世界経済」には言及していない。この述語は水野和夫

が現在の資本主義を「金融資本主義世界経済」と称していることから採った。 

 

反システム運動 

三つの史的システムを生命体にたとえると、各々のシステムは発生・成長・

衰退・消滅の経過を辿ってきている。各々のシステムの末期には各々の反シス

テム運動が生まれ、前システムの基盤を切り崩している。次にその反システム

運動を挙げてみる。 

 

再分配世界帝国から資本主義世界経済 

長期の 16 世紀（1450～1620）に資本主義世界経済は起源をもつ。そこでは封

建的貢納に代わる再分配の方法として登場した。農村の開拓が進んで農民の所

得が増え、逆に支配貴族層の取り分が減ったことが「封建制の危機」をもたら

した。資本主義世界経済は、これを奪い返す方法として生みだされた。元の支

配貴族層が産業資本家に転進し、被支配層の多くの農民が労働者に代わった。 

 

資本主義世界経済の最終段階 

資本主義の基本的矛盾は市場での供給と需要の不整合にある。個々の資本家

の思惑により絶えず拡大方向で商品の供給は行われるが、消費者の需要は相対

的に固定している。この不整合が周期的な景気の拡大と縮小を引き起こす。現

在の世界経済の規模は、地球が開発され尽くした有限な土地と急増する人口に

よって決められる。ウォーラースティンは資本主義の論理として次のものが挙

げている。 
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・（利潤率の高い商品と低い商品間の交換の連鎖として存在する）垂直的かつ自己拡大

的な分業体制。 

・不平等を解消するというよりは、むしろ拡大してしまう傾向を持っており、システ

ムが持続するためには、継起的にシステムの外部にあるものを内部に取り込んで、

不平等の負担の行き先を縁辺へと送りださなければならない。 

 

先進国（北）と開発途上国（南）間の絶望的な経済格差の南北問題、人種問

題、労働格差問題などが、これまでの経済学では解明や説明できないという現

実がある。ウォーラースティンは大学で学んだ社会学・歴史学・経済学の知識

に加え、青年期のアフリカ留学で植民地の置かれている現実にふれ、これまで

だれも称えたことのない、政治経済を世界システムで捉える理論に到達した。 
一方、賢治作品には政治経済への表立った言及はみられないが、文学作品で

「世界全体が幸福にならない限り、個人の幸福はありえない」と主張した。世

界中から飢餓や貧困の根絶を切望していた。前者は社会学・歴史学の分野であ

るのに対し、後者は文学の分野だった。通底するところは人類の幸福の希求と、

未来に対する透徹した賢治の眼差しである。 
ウォーラースティンは資本主義世界経済と、それ以前の再分配世界帝国との

優劣のバランスシートについて、新約聖書ヨハネ黙示録に登場する馬上の 4 人

にちなんで、次のように述べている。（生活の質を加える） 
 
戦争(民族間ないし国家間の戦争) → 原爆投下や第一次、第二次世界停戦での非戦

闘員を含め大量殺人が行われた。       以前よりﾏｲﾅｽ。 
内戦 → 上層の民族集団と下層の民族集団間、下層民族集団同士間でも抗争が起

きている。                 以前よりﾏｲﾅｽ。 
飢饉 → 人口増や環境破壊により、世界人口の大半、特に 50～80％の貧困層に食

糧供給が十分でなく、栄養・健康に問題がある。以前よりﾏｲﾅｽ 
死(疫病や天変地異や野獣による) → 医学の進歩、迅速な輸送手段が発達してきた

が若干問題が残る。             以前よりややﾌﾟﾗｽ。 
個人生活の質 → 物質的には豊かになったが、反面生活のゆとりを失った。 

集団としての生活の質 → 能力主義が肯定され、選別と競争が強いられるため

格差が拡大。また長時間の過密労働が横行。  以前よりﾏｲﾅｽ。 
ｳｫｰﾗｰｽﾃｨﾝ：史的ｼｽﾃﾑとしての資本主義 岩波書店 資本主義の文明 ﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾄより 
 
社会の不公正の本質を予言者的詩人の直感で見抜いた賢治は童話や詩などの

作品に「希求する願い」を潜ませた。過去・現在・未来へと行き来する特異な

宮沢賢治の精神にはウォーラースティンに一脈共通するものがある。 
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第４章 米国発金融危機から世界同時不況へ 

 

現在、米国発融危機から世界同時不況へと経済危機が進行している。この経

過を下記のエコノミスト高橋 進の著書より引用する。 
 
米国経済「強い米国＝ﾄﾞﾙ」は、一貫して戦後の経済をﾘｰﾄﾞしてきた。一時的に

IT ﾊﾞﾌﾞﾙの崩壊などで停滞したが、ただ一つの超大国として君臨し、ﾄﾞﾙは最強の地

位を保ち続けた。1990 年代以降、米国は世界から資金を集め、それを世界に再投資

して高収益を上げてきた。2007 年夏にｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝの焦げつきが表面化し、このﾛｰ

ﾝを証券化した金融商品の価格が急落、金融不安が世界経済を覆った。この商品は上

昇し続ける住宅価格を背景に盛んに取引されており、少ない元手で大規模な投資(ﾚ
ﾊﾞﾚｯｼﾞ)を行っていたことも損失を急拡大させる原因となった。 

この影響で投機ﾏﾈｰは、より安定している原油やﾄｳﾓﾛｺｼといった先物市場へ流れ、

2008 年前半に価格の急騰を招いた。追い打ちをかける形で米大手証券会社ﾘｰﾏﾝ･ﾌﾞ

ｱｻﾞｰｽﾞの経営破綻(9 月 15 日)をきっかけに、9 月中旬以降、欧米の金融市場は混乱。

米国では、同月末に最大 7000 億ﾄﾞﾙで金融機関などから不良債権を買い取る金融安

定化法案が否決(翌 10 月に修正案が可決)され、ﾀﾞｳ平均株価は 777 ﾄﾞﾙ安と市場最大

の暴落を記録した。 
欧州各国も主要な金融機関への公的資金注入などの対応に追われ、日本では 26

年ぶりに日経平均株価が一時 7000 円を割り込む(10 月 28 日)など、この余波は世界

中に広まった。この金融危機は、もはや一国の政策で対処できるものではなく、世

界的な協調体制を必要とする機運も強まる。10 月 10 日にはﾜｼﾝﾄﾝで G7(先進 7 ヶ国)
財務省・中央銀行総裁会議が開催され、欧米諸国が公的資金を注入することで協調

する声明を発表。翌月にはﾜｼﾝﾄﾝで、G20 の首脳が参加する金融ｻﾐｯﾄが開かれ、先進

国と新興国が協力して金融危機に対処することや IMF(国際通貨基金)、世界銀行な

どの機能を強化することで合意した。このような世界規模の金融危機により、金融

に力を入れていた欧米諸国は大打撃を受け、経済成長を続けてきた新興国も影響が

出始めている。 
米国の金融機関が比較的信用力の少ない人に貸し出す住宅ﾛｰﾝをｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝとい

う。このﾛｰﾝの金利は借り入れ当初の低いが、数年後に大幅に上昇する。米国の住宅

価格は 2000 年代半ばまでは上昇を続けていたため、購入者の多くは住宅の値上が

りを見越してﾛｰﾝを組んでいた。ところが住宅ﾊﾞﾌﾞﾙが崩壊して価格が下落。さらに

ﾛｰﾝの金利が上昇したことから、返済延滞や債務不履行が多発してｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝが焦

げつき始めた。 
住宅を購入するﾛｰﾝが、なぜ証券価格へ大きな影響を与えることになったかについ

て、1999 年の規制緩和で銀行と証券間の障壁が撤廃され、「投資銀行業務」が強化

してきたことが原因している。借り手の信用度が低いｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝのﾘｽｸを減らそう

と、金融機関はさまざまな工夫をこらして証券をつくった。また、そのｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰ

ﾝが含まれる証券を格付け機関が安全と評価したことなどから、世界中の金融機関や

ﾍｯｼﾞﾌｧﾝﾄﾞなどが活発に取引を行っていった。  
これらの証券化したｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝの取引にはﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ(少ない資金を元手に何十倍
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の借入金を運用)がかけられ、好況時には証券からの利益は膨大なものになった。不

況時になるとこの証券価格が下落し、ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞの分だけ購入者が逆に損失を拡大させ

た。米金融機関が金融工学を駆使して開発した金融取引にﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞがある。これは

預金や株式、債権、為替といった従来の金融商品から派生したという意味でﾃﾞﾘﾊﾞﾃ

ｨﾌﾞと呼ばれる。先物取引、ｵﾌﾟｼｮﾝ取引、ｽﾜｯﾌﾟ取引などが代表的で、金融ではない

原油や金を対象とした商品ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞもある。これらが金融危機を世界中に拡大させ

た要因となった。 
高橋 進：2009 年版「今」がわかる！世界経済ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ 高橋書店 

水野和夫：金融大崩壊 NHK 出版 

 

2000 年 12 月の世界の富総額は購買力平価で約 160 兆ﾄﾞﾙ、為替換算で約 130
兆ﾄﾞﾙ、店頭デリバティブ取引残高で約 95 兆ﾄﾞﾙ。7 年後 2007 年 6 月のデリバ

ティブ取引残高は実に 5 倍の強の約 520 兆ﾄﾞﾙ。 
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市場の相互不信を高める CDS  
 米国住宅バブルの崩壊が金融危機に至ったもう一つの要因とされているのが、

CDS(Credit Default Swap)と呼ばれる金融派生商品である。CDS は社債や融資など

の債権が回収できなくなった場合に債権者が被る損失を補てんする一種の保険契約

であり、保険者(保険会社)に相当するのが CDS の売手、被保険者(保険をかける人）

に相当するのが買手である。CDS の買手は一定のﾌﾟﾚﾐｱﾑ（保険料）を支払い売手か

らﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ(保険)を購入する契約を結ぶ。ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝの対象となる社債の償還や融資金

の回収が相手方の倒産などで不可能となった場合、売手は損失分を保証金として買

手に支払う(第 1-1-1-19 図)。CDS 取引は近年急増し、想定元本(ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ契約額を単

純合計したもの)は 2008 年 6 月末で 54.6 兆ドルと、2007 年の世界 GDP に相当する

規模までに積み上がっている(第 1-1-1-20 図)。  
 

CDS の仕組み（第 1-1-1-19 図）       CDS 想定元本の推移（第 1-1-1-20 図） 

 

 この CDS を巡る問題が顕在化したのが、米保険最大手の AIG 社の突然の経営悪

化である。AIG 社は世界中の金融機関や投資家との間で膨大な数の CDS 契約を結

んでおり、世界の CDS 市場において大きなﾌﾟﾚｾﾞﾝｽを有していた。しかしながら、

ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝ関連証券の保証債務履行が急増したことで、格付が AA 格から大幅に引

き下げられたため、AIG 社は CDS の買手に巨額の追加担保を差し入れる必要が生

じ、急速に資金繰りが悪化した。その結果、2008 年 9 月に FRB から緊急融資を受

け入れ、AIG 社は事実上破たんした。  
 CDS の売手が債務不履行を起こすなど、取引先が破たんして損害が発生する危険

性を「ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾃｨｰﾘｽｸ」と呼ぶ。CDS は取引所を介さない相対取引によって契約が

結ばれているため、誰がどの程度の CDS 契約を結んでいるのかなどといった情報を

得ることができない 21。売手の破たんは、CDS 契約を介して数多くの連鎖倒産を引

き起こす可能性があるから、2008 年 7 月の AIG の経営悪化、同年 9 月のﾘｰﾏﾝ･ﾌﾞﾗｻﾞ

ｰｽﾞの破たんにより、金融機関や企業の間ではｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾃｨｰﾘｽｸへの警戒感が一気に高

まり、金融市場の閉塞を招いたのである。  
通商白書 2009 第 1 章試練を迎えるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経済の現状と課題より抜粋 
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第５章 金融資本主義世界経済の崩壊 

 

再び、ウォーラースティンの登場。 

現在、金融資本主義経済が崩壊しつつあることが誰の目に明白になってきて

いる。なぜ、こうなってきたのか。 

ウォーラースティンの「時代区分（覇権）3 つの地域の特色」・「反システム運

動」・「史的システムの 3 つの型」を序論第３章で紹介した。ウォーラースティ

ンは著書「世界経済の政治学」で資本主義世界経済＝近代世界システムが崩壊

し、終焉を迎えつつあることを述べている。 

 

水野和夫は後述「世界システムの変遷」で資本主義世界経済が金融資本主義

世界経済に変容した時期について、前段を含め下記のように記している。 

1968 年   「世界革命」学生運動、ﾍﾞﾄﾅﾑ反戦、ﾁｪｺの反ソ的な改革運動 

      資本主義と共産主義の二極体制に対する反システム運動 

1971 年   金ﾄﾞﾙ交換停止。IMF 体制崩壊。 

 

1980 年頃より 先進国は経済成長が一様に鈍化しはじめる。先進国は絶えず市

場を拡大しながら経済成長を進めてきたが、地球規模の市場に限界が見え、世

界経済は停滞期に入った。資本主義は経済成長することを前提としている。大

航海時代から約 500 年続いた資本主義世界経済は衰退期に入った。(ここで水野

和夫は、資本主義が終わったと述べている) 

金融資本は先進国の実物経済に幾ら投資しても利潤が得られなくなってきた。

そこで、金融資本は金融商品の取引を国際的に自由化し、巨額の金融資本を短

期的に一気に投下して、そこから利潤を得ようとする動きがおきてきた。この

ための一連の金融制度改革を｢金融ビックバン｣と称している。 

注：金融商品とは、株式、社債、国債、投資信託受益証券、外貨預金、抵当証券、

変額年金保険等をいう。 

 

1986 年より 米英「金融ビックバン」金融資本主義世界経済の幕開け 

｢金融ビックバン」を契機に金融経済が実物経済に対して優位に立ち、2007

年にはピークを迎えた。同年より始まった金融危機により金融経済での利潤

追求は難しくなった。今後、約 100 兆ﾄﾞﾙの流動金融資本が求める利潤追求の

動きは実物経済への投資に切換わる。そして、経済成長が止まった先進国か

ら経済成長が見込まれる BRICs 諸国やその他の新興国へと流動金融資本の投

資先が移行してゆくと予想される。 
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1995 年より 米国「強いﾄﾞﾙ政策」金融資本主義世界経済の変容 

1999 年より 米国「金融規制緩和撤廃」金融資本主義世界経済の暴走 

2007 年より 米国住宅バブル崩壊に端を発する金融危機 

2008 年より 米国発リーマン・ブラザーズ破綻が引き金となり世界同時不況 

 

世界金融資産＝株式時価総額＋債権発行算残高＋預金(ﾏﾈｰｻﾌﾞﾗｲ) 

世界実物資産＝世界の名目 GDP 

金融経済と実物経済の比率：1990 年約 1.77 倍、2007 年約 3.45 倍 

世界金融資産(貨幣総額)：1995 年時約 64 兆ﾄﾞﾙ、ピーク時約 187 兆ﾄﾞﾙ 

名目 GDP：市場価格、物価の変動を反映しもの（家計や企業の実感に近い） 

実物 GDP：生産価格、生産量の変動を反映したもの（物価の変動を除く） 

 

実物資産とはモノとサービスによってつくり出された付加価値の総体をいう。

金融資産は実物資産の裏づけがあって成り立つ。ピーク時に金融資産が実物資

産の約 3.45 倍ということは、金融が実物の裏づけを持たないためにやがて金融

資産が崩壊せざるをえない。この不整合が米国発金融危機となって世界同時不

況を引き起こした。ここに至って金融資本主義世界経済を牽引してきた、新自

由主義政策とグローバリズムは理論的根拠を失い破綻した。 

 

今回の金融危機での損失約 20 兆ﾄﾞﾙ、2009 年現在差引 164 兆ﾄﾞﾙ。2004 年以降ｻﾌﾞ

ﾌﾟﾗｲﾑ層(低所得者層)に犠牲のもとにﾌﾟﾗｲﾑ層(富裕層)が約 100 兆ﾄﾞﾙ金融資産を増

やしてきた。米国の住宅ﾊﾞﾌﾞﾙは個人投資が対象だった。このﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊は家をもっ

て家族とともに働いて将来中産階級になる夢を奪いとる結果となった。一方、日本
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の土地ﾊﾞﾌﾞﾙは企業や銀行投資が対象だった。 

 

17 世紀初頭、東ｲﾝﾄﾞ会社が誕生したときに資本と国家と国民の三位一体の関係に

よって資本主義生まれた。ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝと新自由主義は、資本が国家と国民(中産階

級)との関係を断ち切ったことにより資本主義が終わりをつげる出来事となった。近

代資本主義は国民が一生懸命働けば中産階級になれるという夢を与え続けてきたが、

この約束(大きな物語)は 2008 年で終わった可能性が強い。1995 年以降の国際的に

移動する金融のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘ化は、「主権国家」の時代の終焉となり、「資本の帝国」の

時代の幕開けとなった。 

 

ﾘｰﾏﾝ･ｼｮｯｸ以降の大きな流れは、その資産を金融市場で増やすのではなくて、新興

国の実物資産で増やしてゆく方向になる。総人口 10 億人で成長率 1％の先進国を相

手にしても低いﾘﾀｰﾝしか得られない。しかし、同じやり方を例えばＢＲＩＣｓで行

うと、人口は約 3 倍の 30 億人、しかも一人当たり 7％のﾘﾀｰﾝが得られ、全部で 21

倍程度のﾘﾀｰﾝが期待できる。 

途上国全体では平均年率 7％で成長すると仮定すると、10 年後での GDP は約 2 倍

になる。近代化が 20 年位続くとすると、さらに倍になる。 

実物経済を示す名目 GDP は現在、先進国全体で 40 兆ドルであるのに対して途上国

全体で 20 兆ドル、例えば、半分の 10 兆ﾄﾞﾙが 20 年後には 40 兆ﾄﾞﾙ。あと残りの 10

兆ﾄﾞﾙは 20 年後に 20 兆ﾄﾞﾙになるとすれば合計で 60 兆ﾄﾞﾙとなる・かたや先進国は

1％程度の成長が続くとすると 20 年後には 60 兆ﾄﾞﾙ。早ければ途上国全体は 20 年後

には先進国全体と同規模になり、その後は両者の立場は逆転する。 

水野和夫：金融大崩壊 NHK 出版 689 頁、150 頁、204 頁の記述を解説的に引用 

 

これはエコノミスト水野和夫の、地球の市場規模が無限に拡大するとみた試

算である。現実の地球の有限である。世界人口増に食糧増産が追いつかない。

環境破壊が激化し異常気象が頻発すると予想されるので、環境保全対策に支出

を余儀なくされるのでそれほど大きな経済成長は望めないだろう。 

以下、参考資料を添付 

世界の名目 GDP に占めるシェア、先進国と新興国の実質成長率の推移、新興

国の経済成長、OECD 諸国の GDP、世界システムの変遷(前述の内容を詳しく解説

したもの) 
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世界システムの変遷 

ｳォｰﾗｰｽﾃｨﾝ提唱の世界ｼｽﾃﾑに、水野和夫は金融資本主義世界経済を資本主義世界経済の

衰退期として捉えた。このことを付け加えて本表を作成した。 

  潮

流 西暦・年 地域 解  説 

1 
互恵 

ﾐﾆｼｽﾃﾑ 
 

 
 

 

 前 8000～ 

 

前 6000～ 

 

前 5000～ 

前 6000～ 

 

西ｱｼﾞｱ・ｵﾘｴﾝﾄ/

ｴｼﾞﾌﾟﾄ 

北東ｱｼﾞｱ・ｲﾝﾄﾞ

/中国 

中央ｱﾒﾘｶ 

南ｱﾒﾘｶ 

 

 前 3000～ 

 

前 5000～ 

前 2300～ 

ｵﾘｴﾝﾄ文明・ｴｼﾞ

ﾌﾟﾄ文明 

黄河文明 

ｲﾝﾀﾞｽ文明 

 前 7 世紀～ 

前 6 世紀 

ｱｯｼﾘｱ帝国 

ｱｹﾒﾈｽ朝ﾍﾟﾙｼｬ 

 前 8 世紀 

前 6 世紀 

前 27 

395 

ｷﾞﾘｼｬ文明 

共和制ﾛｰﾏ 

ﾛｰﾏ世界帝国 

ﾛｰﾏ帝国分裂 

２ 

再分配 
世界帝国 

 496 

962～ 

1096～ 

11 世紀～ 

 

1299～ 

1453 

14 世紀～ 

西ﾛｰﾏ帝国滅亡 

神聖ﾛｰﾏ帝国 

十字軍の遠征 

西ﾖｰﾛｯﾊﾟの封建

社会 

ｵｽﾏﾝ帝国 

東ﾛｰﾏ帝国滅亡 

ﾛｼｱ帝国 

世界帝国 

(生命ｻｲｸﾙに相似する発生・成長・衰退・

滅亡の経過をたどった) 

 

国境の観念をもたず(今日のｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｽﾞﾑに

通じる)、多様な民族・文化を包含した世

界を持つ全世界的存在。 

(城壁をもつ古代都市国家や国境を画定し

た近代の主権国家とは明確に区別) 

 

貢納により帝国内で生産される生産物を

一旦中央に集め、必要に応じて再分配する

方式をとる。      （F.ﾌﾞﾛｰﾃﾞﾙ） 

 

中央主権の国家体制を維持するために、巨

大な官僚機構と広域防衛体制を持つ軍事

力が必要となる。 

 

 

3 

資本主義 
世界経済 

 
絶対王制 

の国家 
 ↓ 

産業革命 
市民革命 

を経て 
国民国家 

大

航

海

時

代

 

 

絶

対

主

義

15 世紀末 

～16 世紀 

 

16 世紀 

～17 世紀 

ｽﾍﾟｲﾝ帝国 

 

 

ｵﾗﾝﾀﾞの覇権 

資本主義世界経済の発生 

資本主義的な「世界経済」の形態をとり、

｢中核｣、｢半周辺｣、｢周辺｣の三地域から、

構成され、それ自体の内的運動によって不

断に膨張しつつ変化する。 

 

｢世界経済｣の変動は｢循環運動｣と｢長期変

動｣があり、資本主義生産の無政府性と有

効需要の限界から 40～50 年の周期で繰り

返される拡張と好況、停滞と不況の 2 局面

の交代がおきる。 
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･

重

商

主

義

 

 

 

 

帝

国

主

義

 

 

 

 

 

 

 

18 世紀後半 

 

19775 

18 世紀末 

19 世紀前半 

 

 

 

20 世紀前後 

 

19 世紀後半 

 

19 世紀後半 

19 世紀後半 

英国の産業革命 

米国独立戦争 

仏国革命 

中南米の独立 

ﾎﾟﾝﾄﾞ基軸によ

る英国の覇権の

確立 

 

英国大不況 

 

伊国・独国の統

一 

ﾛｼｱの南下 

主権国家日本の

誕生 

 

好況期には生産諸要素(財貨・土地・労働

力)の利潤拡大のために、不断の商品化、

生産の機械化、｢世界経済｣の地域的な広が

りを志向する。 

 

停滞期には社会運動、労働運動、民族運動

などの反ｼｽﾃﾑ運動がおきる。 

この二者の相互作用の上に、生命ｻｲｸﾙに相

似する発生・成長・衰退・死滅の経過をた

どる。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

自

由

主

義

1873～1896 

1914～1918 

1922 

20 世紀前半 

 

1929～1935 

1939～1945 

 

1944 

 

 

 

 

1944～1971 

 

1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 世紀末大不況 

第一次世界大戦 

ｿ連邦の成立 

西南ｱｼﾞｱの独立 

 

世界同時不況 

第二次世界大戦 

 

ﾌﾟﾚﾄﾝ･ｳｯｽﾞ体制 

(IMF 体制) 

固定ﾚｰﾄ金本位

制ﾄﾞﾙ基軸によ

る米国覇権確立 

東西冷戦時代 

 

金ﾄﾞﾙ交換停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｱﾀﾞﾑ･ｽﾐｽは自由主義経済学(後世、古典派

と呼ぶ)を提唱した。 

利己的に行動する各人が市場において自

由競争を行えば、その意図しない結果とし

て｢神の見えざる手」が公正で安定した社

会が成立すると考えた思想。 

新古典派経済学は市場原理主義を無謬の

規範ととらえ、構造改革・規制緩和の政策

を実行。経済主体を自由に競争させようと

する。これが後の新自由主義の理論的基礎

になった。 

20 世紀前半、世界恐慌が勃発、ﾌｧｯｼｽﾞﾑが

台頭。 

 

 

金本位制から変動相場へ 

先進国の停滞 

1970 年代後半にはいると先進国の経済成

長は鈍化し、長期にわたって利益率が低下

する停滞期に入った。先進国は成熟期に入

り、実体経済に投資しても利益が得られな

いため実体経済から金融経済に軸足を移

していった。 

この頃から日本は景気対策に公共投資が

行われ、毎年のように建設国債が発行され

ようになった。 
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1980 年代 

1985 

1989 

 

 

ﾌﾟﾗｻﾞ合意 

ｿ連崩壊 

 

 

ﾄﾞﾙ安容認 

 

 

 

新

自

由

主

義

 

Ｉ

Ｔ

革

命

 

1986 

 

 

 

 

 

 

 

1987 

 

 

 

 

1989～1991 

 

1991～2001 

 

1996～2001 

 

英米｢金融ﾋﾞｯｸ

ﾊﾞﾝ｣提唱。 

銀行・保険・証

券の代理業務の

規制緩和。以後

各国が採用、国

際標準となる。 

 

銀行の自己資本

比率(8％)に関

する BIS 規制が

国際統一基準に

なる。 

EU 誕生 

 

米国株式ﾊﾞﾌﾞﾙ

と消費拡大 

日本｢金融ﾋﾞｯｸ

ﾊﾞﾝ｣ 

金融資本主義世界経済の幕開け 

小さな政府推進、均衡財政・福祉・および

公共ｻｰﾋﾞｽの縮小、公営事業の民営化、経

済の対外開放、規制緩和・撤廃による競争

促進、労働者保護廃止などを包含した新自

由主義経済政策を米英が中心として推進。 

自己責任の原則と時価会計ﾙｰﾙにより国際

金融市場が成立するという米国標準をｸﾞﾛ

ｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞとして世界中に推奨。  

 

新興国の台頭 

1980 年代に入ると、BRICs(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾛｼｱ･ｲﾝ

ﾄﾞ･中国)諸国が経済成長期に入り、中国の

成長が著しい。その後を東ｱｼﾞｱ諸国・ﾒｷｼ

ｺ・ﾄﾙｺ・南米諸国が追ってきている。 

3 
金融資本 

主義世界
経済 

新

自

由

主

義

の

破

綻

1995 米国 

｢強いﾄﾞﾙ政策｣ 

ﾏﾈｰ集中一括管

理ｼｽﾃﾑ推進 

金融資本主義世界経済の変容 
世界のﾏﾈｰを米国にいったん集中させ、そ

の後に再び世界に配分するｼｽﾃﾑ。（米国財

務長官ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾙｰﾋﾞﾝがとったこの政策は従

来の経済の常識を覆したもの）第 1、経常

赤字の増加が成長の妨げにならないよう

にする。そのために世界中に溢れているﾏ

ﾈｰを経常赤字以上に米国に還流させる必

要がある。第 2、米国の対外投資を増加さ

せる。そのために還流したﾏﾈｰで米国が

BRICs などの高度経済成長国に投資する。 

 

その結果、米国は消費財を経済成長国から

消費財を多量に輸入して消費ﾌﾞｰﾑをあお

り、GDP 成長率をあげﾊﾞﾌﾞﾙ経済を長期に

わたり持続させて自国の生産水準以上の

生活水準を享受してきた。絶えず経済成長

を維持して外国資本にﾄﾞﾙを信認させ、米

国の巨額経常赤字を容認することがこの

政策が成立つ条件だった。 

先進国は実物経済から金融経済に軸足を

移はじめた。中国では設備投資ﾌﾞｰﾑがお

き、近代化がはじまった。設備投資は GDP 
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  を押し上げ、低廉な生産物を全世界へ供給

する「世界の工場」の性格を帯びてきた。

設備投資ﾌﾞｰﾑによって石油の需要が高ま

り石油価格が高騰して産油国が黒字とな

り、それに伴ってｵｲﾙﾏﾈｰが英国を経由して

対米証券投資が行われた。 

 

 

1999 

 

 

 

2004 

 

 

 

2005 

 

 

2006 

｢金融規制緩和

撤廃｣ 

銀行･証券の兼

業容認 

(米ﾀﾞｸﾞﾗｽ･ｽﾃｨｰ

ｶﾞﾙ法の撤廃) 

投資銀行投資銀

行に対する自己

資本率規制枠 

(8％)の撤廃。 

米国銀行業務と

投資(証券)業務

の壁を撤廃。 

暴走する金融資本主義世界経済 

(金融危機の引き金になったｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝ) 

米国の金融機関が比較的信用力の低い人

に貸し出すﾛｰﾝを指す。小口のﾛｰﾝを集めて

ひとまとめにしてﾘｽｸを回避（ﾍｯｼﾞ）した

形で証券として世界中に売り出した。 

当初は金利が低く、住宅価格も上昇したの

で転売しても返済する目処があった。その

後金利が上げられ住宅ﾛｰﾝ金利が上がって

ﾛｰﾝが払えないで破産する人が出始めた。 

 

 

 

米国経済減速、赤字拡大 

  

2007 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

2009 

金融危機 

 

 

 

 

米国発世界同時

不況発生 

 

 

 

 

 

 

住宅ﾊﾞﾌﾞﾙが崩壊 

ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝ関連の証券が暴落、欧米金融

機関が巨額の損失を出し、信用収縮。欧

米・新興国共景気減速し、株価下落、世界

同時不況になった。 

米国住宅貸付公社、投資銀行の破綻が続

き、同年 9 月 15 日米国大手投資銀行ﾘｰﾏﾝ

が破綻してこれまで米国金融業界を牽引

してきた 5 大投資銀行が全て消滅するこ

とになった。 

 

これにより、世界の金融市場での取引が停

滞し、資金供給が滞る大規模な信用収縮が

はじまる金融危機から実体経済の崩壊へ

発展し世界恐慌に突入しつつある。 

 

世界は 1 極集中から多極化の時代へ 

現在、米国をはじめとする先進国では、大

手金融機関に緊急に公的資金を注入する

などの救済対策を進めている。新興国の発

展により、世界の枠組みは G7 だけでは決

められず、G20 を入れた國際会議が持たれ

るようになってきた。 

     

2007 年 11 月：森松幹治作成 
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第６章 日本の経済成長と公債累増 

 

日本の経済成長 

戦後の GDP の推移や最近の経済成長率の推移について、下図によって辿って

みよう。 
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GDP(国内総生産)＝一年間に生み出されたﾓﾉやｻｰﾋﾞｽなど付加価値の合計額 

供給面からみた GDP＝全家計収入＋全企業収入＋政府の収入 

需要面からみた GDP＝民間消費+民間投資＋政府支出＋(輸出―輸入) 

実質 GDP:Y  生産価格、年間国内生産を基準年の生産価格で評価したもの 

名目 GDP:PY 市場価格、年間国内生産をその期間の市場価格で評価したもの 

GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ(物価指数) ＝(名目 GDP÷実質 GDP)×100＝(PY÷Y)×100＝Ｐ 

物価上昇率      ＝(今年 GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ÷GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ) ×100 

交換方程式(貨幣とモノ・サービスとの交換) Ｍｖ＝ＰＹ 

M：流通貨幣量、v：貨幣の所得速度、Ｐ：物価、Ｙ：実質国民所得 

 

 参考 ﾌｲｯｼｬの交換方程式 

ＭＶ＝ＰＴ 

Ｍ:流通貨幣量(金融資産)､Ｖ:流通速度､Ｐ:物価(資源・食糧が根幹)､Ｔ:取引量 
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参考：日本は先進国に比べ貯蓄率は高い。家計の金融資産のうち貯蓄が占める割合は日

本は約 55％を推移しているが、消費大国の米国は約 70％にのぼる。 
家計：企業に労働や資本などを提供し、その対価として賃金や利子などを受け取る。こ

の所得を貯蓄にまわしたり、企業が生産した財物を消費したりするのに使う。 
 
以上のグラフから、日本の GDP は 1985 年頃から急激に上昇し、1987～1989

年に一時停滞したものの、その後 1995 年まで高い水準を維持してきた。 

一連の｢日本の経済成長の推移｣から読み取れるように、1995 年を境に他の先

進国と同様、経済成長は停滞期に入り 2009 年現在まで続いている。 

 
あとの公債累増の項で詳述するが、1990 年から 2007 年までに増加した国債

は約 380 兆円の巨額にのぼった。いくら国債発行・公共投資をして景気を刺激

して経済成長率を上げようとしても上がらない。このことは第５章で先進国と

新興国の経済成長率、世界の名目 GDP に占める新興国のシェアを示す。経済成

長は新興国に移り、先進国が経済成長をする時代は終わったことを意味する。 
 

日本経済が抱える構造問題 

1988 年頃を境に、日本の

グルーバル企業 (大企業 )と
ドメスティック企業(中小企

業)間の一人当りの GDP 大

きく開いてきた。それに伴

って中小企業の経常利益と

所定内給与が抑えられるよ

うになってきた。これが日

本全体の賃金を引き下げ、

消費が低迷する原因となっ

ている。 
中小企業は大企業に比べ

経営基盤や技術力に劣り、国際競争力が弱い。その一方、中小企業が占める GDP
の割合は大きい。永年輸出製品を基軸してきた大企業に依存してきた中小企業

は、現在進行中の世界同時不況で受注が減り存続に危機に陥っている。その反

面、独自な技術開発を行って国際競争力を持ち小さな世界企業となっていると

ころも少しづつ出始めている。 
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公債累増 

財務省の国債に関する下図の資料から、2007 年現在の国債残高が 547.1 兆円

で一般会計の税収の約 10 年分。公債残高の国際比較表から GDP の約 1.8 倍とな

っている。この両方に数値からみても日本の国債残高が先進国に比べ異常な値

になっていることが分かる。国債発行の急激な伸びは経済が停滞期に入った

1995 年から始まっている。 

水野和夫は 1986 年を「金融ビックバン」・「金融資本主義世界経済の幕開け」

の年とし、1995 年を「金融資本主義世界経済が変容」した年としている。先進

国の経済成長が停滞し実物経済に幾ら投資をしても利潤が得られないため、「金

融ビックバン」によって金融を自由化し、金融経済から高利潤を得ようとする

ものだった。それが暴走して世界同時不況を招いたことは前述の通りである。 

1971 年の「金ﾄﾞﾙ交換停止」、1975 年の「第一次石油危機」、1985 年の「プラ

ザ合意」によってﾄﾞﾙ安円高に追い込まれ、景気が一時停滞する。日本経済の基

調が輸出一辺倒から内需拡大で経済成長を維持しようとした。それが「一般会

計における歳出歳入の推移」にみる 1970 年に始めて建設国債が発行され、「日

本列島改造計画」を実行に移し、内需拡大によって景気を回復させようとした。 

日本の GDP に対する公共投資の比率は、後記の先進国と比較すると異常に高

い。その結果、地方の債務などを加えた国・地方の長期債務残高は累積国債 778

兆円（うち公債残高 553 兆円）の巨額に上っている。 
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近年、政府財政収支を知る目安にプライマリーバランスが用いられる。 

上記平成 19 年度の一般会計予算を例にとると、歳入と歳出を同じとして内訳は

次のようになる。 

<公債収入＋一般歳入＝公債費＋一般歳出> 

左辺の公債収入と右辺の一般歳出を入れ替えると 

<一般歳入－一般歳出＝公債費―公債収入 

この値がマイナスになればプライマリーバランスが赤字になる。 

政府財政の現状は、ﾊﾞﾌﾞﾙ期の一時期を除き、毎年このプライマリーバランス

が大幅に赤字になっている。現在世代は将来世代に恐るべき累積赤字というツ

ケを背負わせている。 

 

現状の一般歳入を

一般歳出が上回る状

態では、概念的には歳

入側と歳出側のそれ

ぞれにプライマリー

バランスが存在する

ことになる。歳入側か

らみれば「歳入のプラ

イマリーバランス」ま

でしか行政経費が負

担できないはずであ

り、歳出側からいわせ

れば「歳出のプライマリーバランス」までしか一般歳入がなければやってゆけない。

このギャップがプライマリーバランスの赤字、いいかえるなら「行政経費の赤字」で

ある。 

中略 

2007 年度(平成 19 年)予算では総額 21 兆円の国債費のうち「利払い費」が 9.5 兆円

が計上されていた。ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾊﾞﾗﾝｽが赤字なのだから、そのような現金収入があるはず

もなく、利子分はずべて新しい借金で賄うしかない。 

過去債務の返済を借金で行わざるを得ない場合であっても、せめて利払いだけでも

現金収入で行う限り、既存債務を〔減らせないまでも〕それ以上増大させることは避

けられる。これが借金破綻を防ぐための最低条件である。 

このﾗｲﾝを、債務の自動増殖をくい止める本当の意味での均衡点という意味で、「ﾘｱﾙ

ﾊﾞﾗﾝｽ」と私は勝手に名付けているが、財政用語風にいえば「利払いを賄うに足る」ﾌﾟ

ﾗｲﾏﾘｰﾊﾞﾗﾝｽの黒字（歳入余剰）ということになる。これが達成すれば債務の一方的累

積はｽﾄｯﾌﾟする。 

青木秀和：「お金」崩壊 第二章なぜ公の債務は増え続けるのか 集英社新書 
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ここに至って、日本の国家財政は暦年の国家バブルにより、膨大な借金を抱

えていることが分かる。 

平成 18 年厚生労働省国民生活基礎調査の概況に所得の 1970 年階層別構成、次

頁に日本銀行統計（図表 3-1）家計金融資産残高、構成比 2009 年 6 月末の家計

（個人）金融資産は 1,441 兆円とある 

日本では公債の約 95％まで国民が持っているといわれている。その公債は政

府が発行したものなので、政府は国民に借金をしていることになる。政府が債

務者で、国民が債権者である。つまり、政府は国民に利子を払って借金してい

ることになる。一般企業が銀行から借金する場合、儲けが見込め且つ利子をつ

けて返済できることを盛り込んだ事業計画を銀行に示し、その企業が信用でき

ると判断された場合に銀行が企業に貸付を行う。この仕組みは国と国民の場合

も同じことがいえる。 

ここで大きな違いは、国は企業と違って利益を生み出す経済活動をしない。

国の収入源はほぼ税収のみである。実質 GDP 成長率は 1970 年を境に低迷し、1995

年以降の GDP は横ばいを続けている。この傾向は第５章で述べたように、今後

日本を含む先進国では経済成長は望めない。2007 年より始まった米国発の世界

同時不況は 5 年位続くとエコノミスト水野和夫は予想している。 

日本の歳入不足は当分続くことになる。国と地方を合わせた累積公債は約 800

兆円、実質 GDP は約 500 兆円。国債依存は既に 1965 年から始まっている。 
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「いったん国債がある程度まで累積されると、それが公正かつ完全に償還されたと

いう例はほとんど一つもない、とわたしは信じている」 

こう述べたのは誰であろう、かのｱﾀﾞﾑ･ｽﾐｽである。 

近代経済始祖とされるｽﾐｽは「諸国民の富」の最終「第五編第三章」に公債論を掲

げてこのように述べ、されに続けて次のような警告を後世に残している。 

「公共的収入を負担から開放するということは、かりにそれが成就されたにして

も、つねに破産によってであった、すなわち、公言された破産にる場合もあったが、

しばしば償還をよそおっているものの、つねにまぎれもない破産によって成就され

たのである」 

ｽﾐｽのこの警鐘は、われわれをﾄﾞｷｯとさせる。しかし、よく考えてみると「返しき

れない借金は返せない」という当たり前すぎる経済原則からは、いかに政府であっ

ても逃れることはできないということをいっているにすぎない。 

中略 

日本における「公言された破産」 

鎖国を解いて以降、この 150 年の間に、わが国でも二度、「公言された破産」を体

験している。一度目は「明治維新」のときであり、二度目はｱｼﾞｱ太平洋戦争無条件

降伏後の「昭和維新体制」黎明期である。 

いづれも政治体制と変革と軌を一にしていたが、どちらの場合でも「償還をよそ

おった破産」状態がつづいたあげくの「公言された破産」処理であり、結局国民全

員がその強烈な痛みを分かち合わざるをえないことになった。 

元利払いを借金で賄うという自転車操業を続けているわが国の財政。これと経済、

そして「国民負担」の行く末を見通すために、この歴史体験に学ぶことは大きな意

義がある。 

青木秀和：「お金」崩壊 第二章なぜ公の債務は増え続けるのか 集英社新書 
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また、富田俊基は『日本国債のリスクプレミアム』のⅢ1「驚くべき国債残高」

で次のように述べている。 

富田俊基：日本国債のﾘｽｸﾌﾟﾚﾐｱﾑ 知的資産創造・2002 年 12 月号 

http://www.nri.co.jp/opinion/chitekishisan/2002/pdf/cs20021205.pdf 

今日の国の債務残高の GDP 比は、第二次世界大戦末期のわが国や米国の水準

まで上昇している。しかも、その上昇テンポは、わが国の高橋財政末期や米国

のニューデール政策という典型的なケインズ政策の時期を上回っている。そし

て、国債整理の選択肢について、過去の例から財政再建、デフェオルト、イン

フレの 3 つを挙げている。第 1 の財政再建は歴代内閣が取り上げてきたが、結

果的国債累増を許してきた。第 2 のデフォルトは国債を強制的に帳消しにする

方法や、国債の保有者に課税する方法である。政府がデフォルトを選択すると、

その国の信用は内外で大きく低下し、その後の国債発行が不可能になる。第 3

のインフレは政府が国債を発行して、市中銀行と日銀を介して通貨を増発する

方法である。政府がインフレ政策を選択すると、通貨の価値は下落し実質国民

所得が減り国民生活が困窮する。 

以上の青木秀和、富田俊基の日本国債発行の過去・現状をみてゆくと、現在

1990年代から約 16年間の異常な国債増発により累積公債は約 800兆円に達した。

税収約 50 兆円、GDP500 兆円に対し、公債約 800 兆円、公債/税収約 16 倍、公債

/GDP 約 1.6 倍。この値は、正に国家破産をしていることを示している。このこ

とは資料編 IMF も 2009 年 11 月 4 日 IMF 報告にて日本政府に警告し、早急な対

策を要求している。 

一般家庭に置き換えてみると、収入の 16 倍の借金など狂気の沙汰である。そ

うなれば一家破産で破産宣告を受け、一家離散。家計は管財人の手に委ねられ

公民権を剥奪される。会社であっても同様である。国債は政府が発行する借用

書である。一定期間過ぎると利子を付けて返済しなければならない。国債利子

として支払う利払い費が約 10 兆円ある。金利は約 1.4％（銀行利率：普通預金

約 0.04％、10 年定期約 0.5％） 

収入が少なく信用度が低い人がお金を安直に借りる方法に消費者金融がある。

年率 6～20％で借りられるようである。軽い気持ちで借りると後で返済に困り、

返済のために別の消費者金融から借りて最後に身動きができなってしまうこと

がよく知られている。 

1989 年末からの土地・株式（多くは企業が持つ）の累積資産損失経年図は損

失額（野村證券資料）を約 1,500 兆円としている。異常な国債発行が続いてき

た時期と符号する。政府は国債を発行して公共投資を行なって救済し、その損

失を国庫（つまり国民）に肩代わりさせてきたということができる。 
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第７章 現代の貧困 

 

現在世界同時不況が進行している中で、先進国日本の「格差社会」の「現代

の貧困」が明らかにされつつある。成長期にあった 19780 年代までの日本には

「一億総中流」といわれた時期があった。あれから約 40 年経過し国民の「中流

意識」は段々と薄れてきている。2008 年末に「年越し派遣村」村長で有名にな

った NPO 法人自立生活サポートセンター・もやい事務局長湯浅誠がマスコミに

登場し、「現代の貧困」の実態について語っている。その一部を紹介してみよう。 

 

彼らは特別な存在ではない。貧困で悩み、生活相談に駆け込む人々に対して、し

ばしば、「すぐに他人を頼りにする」「自助努力が足りない」と非難の声が挙がる

が、実際に彼らに接してきた私からすると、それはまるで当たっていない。彼らの

多くは、誰の手助けもなく貧困のただなかに放置され続けても「やっていけない自

分が悪い」と自責の念にかられ、何日も満足に食事も取らず、小銭程度の持ち合わ

せしかなくなってなお、「他人のお世話になっては申し訳ない」と考えてしまう人

たちなのだ。ある意味で、彼らは強すぎる「自己責任」に縛られて、身動きがとれ

なくなっているのである。 

彼らにもうひとつ共通しているのは、「溜め」がないことだ。たとえば突然、職

を失ったとしても、いくらかでも貯蓄という金銭的な「溜め」があれば、すぐに困

ることはない。自分の条件に合った職を探すことも可能だが、「溜め」のない人に

そんな余裕はない。どんな悪い条件でも飲まなければ、生きていけない。 

人間関係も「溜め」のひとつだ。家族、学校の知り合い、元の職場の知り合い・・・・・・。

ふだん、私たちはそんな「溜め」に守られて生きているが、「貧困者」にはそれが

ない。 

問題は、いま、日本社会のあらゆるところで、この「溜め」が急速になくなりつ

つあることだ。非正規雇用の増大、社会保障の削減、地域社会の崩壊・・・・・・。

しかも、それは「なくなった」のではなく、国や企業が積極的に「削った」「奪っ

た」側面があることも忘れてはならない。その結果、日本はひとつ間違うと、一気

に「貧困」へと落ちていく危険な「すべり台社会」となりつつある。それは、正規

雇用者、ﾎﾜｲﾄｶﾗｰであっても例外とは言えなくなっている。 

湯浅誠：社会保障費 1.1 兆円ｶｯﾄの衝撃 貧国大国ﾆｯﾎﾟﾝｰﾎﾜｲﾄｶﾗｰも没落する 

『文藝春秋 2008・8』 

「五重の排除」貧困状態に至る背景 

第 1、教育からの排除。この背景にはすでに親世代の貧困がある。 

第 2、企業福祉からの排除。雇用のﾈｯﾄからはじき出されること、あるいは雇用のﾈｯ

ﾄの上にいるはずなのに（働いている）食べていけなくなっている状態をさす。 

第 3、家族福祉からの排除。親や子どもに頼れないころ。 

第 4、公的福祉からの排除。 

第 5、自分自身からの排除。何のために生き抜くのか、それに何の意味があるのか、

何のための働くのか、そこからどんな意味があるのか。そうした「あたりまえ」の

ことが見えなくなってしまう状態をさす。第 1 から第 4 までの排除を受け、しかも
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それが自己責任論にゆおって「あなたのせい」と片づけられ、さらに本人自身が内

面化して「自分のせい」と捉えてしまう場合、人は自分の尊厳を守れずに、自分を

大切の思えない状態にまで追い込められる。 

「自己責任論」ﾌﾘｰﾀｰの例 

①ﾌﾘｰﾀｰには、ちゃんとした正社員になるという選択肢があった。 

②ﾌﾘｰﾀｰは、あえてそれを選択しなかった。 

③本人が弱くてだらしなくて、きちんとした将来設計（自己管理）ができていない

からだ。 

④それは本人の責任である。 

⑤給料が安いとか雇用が不安定だとか不満を言うのはお門違いだ。社会が甘やかし

ているからそうなる。 

中略 

貧困は自己責任ではない 

自己責任とは、「他の選択肢を等しく選べたはず」という前提で成り立つ議論で

ある。他方、貧困とは「他の選択肢を等しく選べない」、その意味で「基本的な潜

在能力を欠如させた状態」（ｾﾝ）、あるいは総合的に“溜め”を奪われた／失われ

た状態である。よって両者は相容れない。 

「貧困はたんに所得の低さというよりも、基本的な潜在能力を欠如させた状態と

見られなければならない」潜在能力とは「十分の栄養をとる」「衣料や住居が満た

されている」という生活状態に達するための個人的・社会的自由を指している。 

(ﾙﾏﾃｨｱ･ｾﾝ ﾉｰﾍﾞﾙ経済学賞を受賞した経済学者） 

 

米国発の金融危機の影響で、円高・株安が進んでいます。その結果、製造業を中

心として非正規労働者の首切り・雇い止めによる「派遣切り」が横行しています。 

すでに私が所属している NPO 法人には、派遣寮を追い出されて行き場を失った「派

遣切り」被害者が相談に訪れています。ある 31 歳の男性は、日産の自動車部品工場

で働いていたところ、同じ部署で働く 80 人の 9 割が雇い止めに遭い、わずかな所持

金で寮を追い出されました。ある女性は、ｷｬﾉﾝの工場で 3 年以上働いてきましたが、

今回更新が行われない可能性があり、満期の 12 月 25 日を前に、不安のどん底にい

ます。この数日でも、「今月の 20 日で派遣の仕事終了。23 日には退寮しなければ

いけませんが、身よりも無くｱﾊﾟｰﾄを借りる資金も無く大変に困っています」、「い

つも自殺することばかり考えてしまいます」といった悲痛な声が寄せられています。 

彼や彼女たちは、単に仕事を失うだけでなく、住居も同時に失い、冬本番をこれか

ら迎えるという時期に、路上へと放り出されてしまいます。実家に帰れる人ばかり

ではありません。年末年始は、新しい仕事に就ける見込みも薄く、不動産屋も、役

所も閉まってしまう。野宿経験のない人たちは、どこで寝ればいいか、どこで暖を

取れるかもわかりません。「派遣切り」は、その意味で人の命を危険にさらす行為

だということをわかってもらいたいと思います。 

たしかに昔から、不況期には非正規労働者が雇用の調整弁として使い捨てられて

きました。そしてこれまでは、「家族を養わなければならない正社員とは違う」「非

正規は地元に帰れば家族があり、生活基盤がある」「正社員はそれだけの仕事をし
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ている」という理屈で、企業経営者によって正当化され、正社員も黙認してきまし

た。 

しかし近年明らかになってきたのは、放り出されているのが親がかりのﾌﾘｰﾀｰや夫

に十分な収入のある主婦ﾊﾟｰﾄばかりではなく、働く貧困層、ﾜｰｷﾝｸﾞ･ﾌﾟｱの人たちだ

ということです。夫婦ともにﾊﾟｰﾄで働いて、どちらが欠けても家計が立ちいかない。

年老いた両親のわずかな年金に自分の収入を加えて、なんとか介護費用を捻出して

いる。たとえばそんな人たちです。この人たちは、仕事を失えば生活ができなくな

ります。家族一人一人にさまざまな負担とｽﾄﾚｽがのしかかり、家族の平穏が失われ

ることもあるでしょう。その意味では、ｸﾋﾞになれば「一家全員路頭に迷う」という

正社員と変わりありません。 

失業時に生活の支えとなるべき雇用保険も、今失業者の 10 人に 2 人しか受給してい

ません。この数年間、支給期間の短縮や支給要件の厳格化など、給付のハードルが

引き上げられてきたからです。今回政府は、「新しい雇用対策」の中で「派遣切り」

被害者に対する雇用保険の要件緩和を決定しましたが、それは政府の言うような「機

能強化」にはほど遠く、切り刻まれてきた雇用保険制度を若干元に戻すものにすぎ

ません。「機能強化」を真剣に行うのであれば、失業給付を生活できる水準に引き

上げるとともに、雇用契約期間と雇用保険適用範囲の整合性を図るべきです。たと

えば「6 ヶ月以上の雇用見込み」のある者にしか雇用保険を適用しないのであれば、

6 ヶ月以下の有期雇用を禁止すべきです。政府は今国会に提出している労働者派遣

法の改正案では「1 ヶ月未満の日雇い派遣を禁止する」ことを提案していますが、1

ヶ月の有期雇用を認めるなら、1 ヶ月以上の雇用見込みに対しては雇用保険を適用

すべきです。そうして両者の整合性が図られなければ、制度の狭間に落ち込んで保

障なく放り出されてしまう人たちが後を絶ちません。 

｢新しい雇用対策｣については、雇用促進住宅の活用や住宅獲得資金の低金利貸付

など、一部の施策を「年内実施分」として年末年始休暇前に前倒し実施した点は、

評価できます。願わくば、単なる選挙対策の枠を超えて、苦しい人々の生活を守る

んだという政治の方針転換を明確に打ち出してもらいたいと思います。 

またそのためには、私たち市民がｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄに対する考え方を改める必要もあります。 

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄが脆弱な現在の日本では、今日明日食べるお金、今月の家賃の支払いに事

欠く人たちが大量に存在し、その人たちは自分の生活を立てるためにどんな労働条

件でも働く「NO と言えない労働者」になって、労働市場に再参入してきます。日雇

い労働も低賃金も回避できないため、本人の意図とは無関係に、結果として労働条

件全体を劣悪にする役割を担わされてしまいます。そして、正社員の低処遇化を進

めるテコに使われる。 

つまり、この間正規労働者の低処遇化が進行してきたことの背景には、働く貧困

層の社会的放置があります。貧困とは、働けば食べていけるという労働市場のｾｰﾌﾃ

ｨﾈｯﾄや社会保障のｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄが壊れた結果であると同時に、労働市場を劣悪にする原

因でもあり、これらは悪循環をなしています。正社員が非正規の人たちの雇い止め

を黙認することは、自らの雇用を守っているように見えて、実は自己利益に反する

行為なのです。 

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄはこれまで、「負担」と考えられていました。それだとどうしても「落

ちこぼれたやつらのために、努力してきた私がどうしてお金を支払わなければなら
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ないんだ」という発想になります。しかしｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄは単なる負担ではなく、それが

あって初めて社会が健全に保たれる、という意味での「必要経費」です。ｻｰｶｽの綱

渡りの下に張られるｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄは、落ちた人が怪我しないようにするだけでなく、人々

が思い切った演技をするためにこそ必要です。ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄのない社会では、追い詰め

られ、疲弊しながらも怖くてﾁｬﾚﾝｼﾞできない人ばかりが増え、社会の活力が失われ

ていきます。 

市民自身がｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄに対する見方を転換することで、政策転換を促す必要があり

ます。 

とはいえ「派遣切り」に対する第一の責任は、なんと言っても企業の経営者にあり

ます。いまや非正規は労働者全体の 4 割に迫りつつあります。どんな現場も、非正

規の人たちの存在なくしては成り立たちません。しかも、2002 年から 2007 年まで

は戦後最長の好景気で、多くの大企業は史上最高の経常利益を更新し続け、株主配

当・経営者報酬は上がり続けました。企業の経営者は、いわば非正規の人たちに食

べさせてもらっていたわけです。にもかかわらず、不況期に入った途端にその人た

ちの命を危険にさらしている。何千万もある自分の役員報酬を削って、せめてこの

年末年始だけでも、次の仕事が見つかるまでの間だけでも、非正規の雇用と住居を

守ると宣言する経営者はいないのでしょうか。好景気のときに溜め込んだ内部留保

を一部でも放出しようと考える経営者はいないのでしょうか。 

「派遣切り」を行っている大企業の中には、減ったとはいえ利益を出し、株主配当

を行っている会社もあります。余剰があるなら、人々の命を支えようとは考えない

のでしょうか。 

企業の社会的責任は存在しないのでしょうか。どの企業も環境保護を訴え、それ

が企業の社会的責任だと言います。環境は大切だが、人の命はどうでもいいとでも

言うのでしょうか。「地球を大切にしています」などといった欺瞞的な広告は即刻

止め、「私たちの企業は、非正規労働者の命など何とも思っていません。そんな私

たちですが、よければ商品を買ってください」と正直に言うべきです。 

私は怒っています。そして、こんな企業や経営者たちが「日本をﾘｰﾄﾞする」などと

言われていることが情けない。私は大企業の経営者のみなさんに問いかけたいと思

います。「あなたたちは、自分の子や孫に、人の命を大切にしなさい、と言えます

か？」 

NHK 視点･論点 反貧困ﾈｯﾄﾜｰｸ事務局長 湯浅 誠「派遣切り」2008 年 12 月 23 日 

 

金融資本主義の理論的支柱となっていた新自由主義は、働く人に自己責任を

促す一方で、富める者が富めば貧しいものに富が「トリクルダウン」してきて

貧しい者にも分配され最終的に国民全体の利益になるという経済学を背景にし

ていた。その結果、貧富の差が拡大し格差社会がうまれ、金融資本主義世界経

済が暴走して世界同時不況をもたらした。ここに至って金融資本主義世界経済

を牽引してきた新自由主義とグローバリズムが破綻した。湯浅誠は、貧困にい

たる「五重の排除」を列記して「貧困は自己責任ではない」ことを立証し、貧

困は社会全体の責任としてセーフティネット（安全網）の確立を訴えている。 
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第８章 日米二つの民主党政権 

 

米国の民主党政権 

2009.1.20 バラク･H･オバマが米国史上初の黒人大統領に就任し、共和党から

民主党へ権力が移った。大統領就任式の模様は全世界の注目し、ワシントン D.C.

には全米から 200 万人もの観衆が集まったといわれる。米国大統領の就任演説

の内容は全国民への公約であると同時に、力量が衰えたといえﾊﾟｸｽ･ｱﾈﾘｶｰﾅ（超

大国覇権）を世界に示す意思表示にもなった。演説は次の 4 つのテーマからな

っていた。 

1 恐れではなく希望を 

2 立ち上がり、再建しよう 

3 ｲﾗｸ撤退、温暖化を防ぐ 

4 新時代への責任を 

内容は、それまで共和党がとってきた新自由主義に基づく政策を否定し、世

界金融恐慌から世界大恐慌に進行中の現在、米国のみならず全世界の国民生活

を破壊し、産業基盤を停滞させている。選挙期間中「Change We can」を合言葉

としてきた。米国は建国の精神として「自由と民主主義」を標榜してきた。こ

の自由には自己責任を伴う。新自由主義の暴走によって国家国民は疲弊した。 

オバマ政権発足後発表した政策 

・勤労世帯 95％を対象とした減税を行う 

・高所得者・大企業への優遇税制を廃止または縮小 

・大規模な公共投資など 

・就任後 16 ヶ月以内にイラク駐留軍撤退を公約 

・アルカイーダ掃討は継続しアフガンへは増派など 

・クリーンエネルギー分野に 10 年間で 1500 億ﾄﾞﾙを投資など 

 

日本の民主党政権 

2009.9.16 日本でも国民の圧倒的支持の基に民主党政権が誕生した。選挙期間

中の政権公約は次の 5 つとしていた。 

1 ムダ使い 

2 子育て・教育 

3 年金・医療 

4 地域主権 

5 雇用・経済 

いずれもこれまでの自公政権がとってきた新自由主義に基づく政策を否定し、 
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生活再建・国家再建に力点をおいている。 

2009年10.26鳩山首相の所信表明演説のポイント 

行政改革 戦後行政の大掃除を行い、税金の無駄這いを排除し、税金の使い道と予算編成の在

り方を徹底的に見直す 

友愛政治 ●人のいのちを大切にし、国民の生活を守る 

●今後2年間、年金記録問題に集中的な取り組みを行う 

●子ども手当の創設、高校の実質無償化を進める 

経済 「人間のための経済」に転換し、ｶﾞｿﾘﾝ税の暫定税率の廃止、高速道路無料化など

家計を直接応援する 

地方分権 「地域主権」改革を断行し、地方の自主財源の充実強化に努める 

農政 農家への戸別所得補償制度の創設 

郵政 郵政事業の抜本的な見直しに取り組む 

外交 ●東洋と西洋、先進国と途上国などの「架け橋」を目指す 

●緊密かつ対等な日米同盟が基盤。重層的な日米同盟を深化させる 

●東ｱｼﾞｱ共同体構想を推進する 

環境 2020年までに温室効果ガスを1990年比で25％削減する目標を掲げ、国際交渉を主導 

同、鳩山首相が所信表明演説で示した経済政策 

2009年10月27日読売新聞より転載 

 

 

 

 

考え方 ◆「人間のための経済」への転換を図る。経済合理性や経済成長率に偏った評

価軸で経済をとらえるのをやめる 
◆子ども手当の創設、ガソリン税の暫定税率の廃止などで家計を直接応援する 
◆内需を中心とした安定的な成長が極めて重要だ 

財政 ◆税金の無駄遣いを排除。複数年度を視野に入れたﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ型の予算編成を行

う 
◆財政のあるべき姿を明確にした上で、大きな視野に立った財政再建の道筋を

検討する 
子育て 
・年金 

◆財源をきちんと確保しながら、子ども手当の創設、高校授業料の実質等債化

などを進める 
◆今後2年間、国家ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとして年会記録問題解決に努力。新しい年金制度

の創設に向けて着実に取り組む 
環境・ 
成長 

◆「緑の産業」（低炭素型産業）を成長の柱として育てる。科学技術の力で世

界をﾘｰﾄﾞする 
◆規制のあり方を全面的に見直し、新たな需要ｻｲｸﾙを創出。医療や介護、子育

て、教育、農林業、観光などの分野で新しい雇用と需要を生み出す 
◆羽田空港の24時間国際拠点空港化など真に必要なｲﾝﾌﾗ整備を戦略的に進め

る 
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第９章 宮沢賢治と、世界同時不況を考える 

 

序論では賢治が生きた時代の、世界同時不況から昭和恐慌に発展した諸相に

ついて述べ、社会学者ウォーラースティンを登場させた。本論では現在進行し

ている世界同時不況を引き起こした金融資本主義世界経済の崩壊、日本の経済

成長と累積国債、現代の貧困、日米二つの民主党政権について述べた。 
賢治は過去・現在・未来を自由に行き来した作品を残し、既成概念に捉われ

ない古今に独歩する予言者的詩人だった。賢治は政治・経済・歴史についてほ

とんど述べていない。賢治が生きていたならば、現在の状況をどのように考え

ただろうか。この小論のまとめにあたり、これから賢治と対話しながらしばら

く考えてみたい。 

 

今次世界同時不況と世界恐慌はどこが違うか 

米国発住宅バブル崩壊による金融不況は世界同時不況に発展し、現在進行し

ている。1929 年世界同時不況の場合は世界恐慌という表現が一般的のようだ。

それでは世界同時不況と世界恐慌はどこが違うのだろうか。また、明治以前に

は天候不順による大飢饉がおき東北地方で数十万の餓死者がでた。国連食糧農

業機関(FAO)は 2009 年度中に世界人口 68 億人に対し飢餓人口が 10 億 2 千万人

をこすと予測。現在でも貧困と飢餓は解消されていない。 

森松幹治：宮沢賢治と、食を考える 八王子千人塾 

近年、セーフティネットという言葉が使われる。セーフティネット (safety 
net) は、｢安全網｣と訳され、網の目のように救済策を張ることで、全体に対し

て安全や安心を提供するための仕組みのこと。すなわち社会保障の一種である。

近代以前ではこのセーフティネットが十分に貼られていなかったために大凶作

時の大飢饉に対処できず餓死者をだした。 

1929 年世界恐慌時には自然災害とバブル崩壊という経済災害がかさなり、東

北地方で餓死者をだした。大正・昭和初頭の近代黎明期にはまだセーフティネ

ットが十分ではなかった。現在進行中の世界同時不況では先進国では餓死者こ

そ出ていないが貧困が飢餓線上に迫り、自殺者は約 3 万人を超えている。 

2009 年 5 月警視庁統計資料 http://www.t-pec.co.jp/mental/2002-08-4.htm 

現在自然災害による餓死者よりも、経済災害による自殺者が多くなっている。

この点からみると現在進行中の世界同時不況は、やはり世界恐慌というべきか

もしれない。人類が生み出した近代の英知は、日本国憲法第二十五条が示すよ

うに、セーフティネットを十分に張ることにより、少なくても貧困を解消し自

殺者の増加を食い止めなければならない。 
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日本国憲法第二十五条 
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及

び増進に努めなければならない。 

 

資本主義および金融資本主義は終焉を迎えたか 

水野和夫は、以降の説明で 20 世紀末に約 500 年間続いた資本主義の時代が終

焉し、21 世紀以降金融資本主義の時代へ、国民国家の時代から金融帝国の時代

へと移行したと断じている。 

 

「16～20 世紀」資本主義の時代 

国民国家の時代 大きな物語が成立（資本と国家の結婚） 

（資本と国家の利害一致） 

→労働者黄金の時代（労働が資本に優位） 

①ｲﾝﾌﾚは全ての怪我を治す。 

金利を下げ（ﾏﾈｰｻﾌﾟﾗｲ）を増やせばｲﾝﾌﾚになる。 

②景気が回復すると、企業利益と所得が増える。 

利子率は 16 世紀末に一時急騰し急低下。 

 

「21 世紀以降」金融資本主義の時代 

金融帝国の時代 大きな物語の終焉（資本と国家の離婚） 

（資本の国家に対する超越） 

→資本の反革命（資本が労働に優位） 

①「価格革命」（資源・食糧）－市場統合のﾌﾟﾛｾｽ－交易条件の悪化 

②「利潤革命」－実質賃金の下落－利潤率回復のプロセス 

利子率は 20 世紀末に一時急騰し急低下、現在先進国は日本をはじめとし低金利。 

先進国は低金利、公共投資、国債発行を行っても経済成長ができず、GDP は定常化。 

水野和夫：今後の日本・世界経済について 三菱 UFJ 証券 

http://www.sc.mufg.jp/inv_info/business_cycle/m_economy/pdf/me20080516.pdf 

 

ウオーラスティンがいう再分配世界帝国は唯一無二の皇帝をいただき地上の

全てを支配する。絶えず領土拡張をするために強力な軍隊と強大な官僚組織を

擁する。これがいずれも末期に放漫な財政支出や蛮族の跳梁により、増大する

帝国財政が破綻して滅亡していった。水野和夫がいう「金融帝国の時代」の皇

帝は国際金融資本である。国際金融資本は自己責任の原則と時価会計ルールに

より国際金融市場で自由に投機を行い、2007 年には世界の名目 GDP の約 3 倍の

世界の金融資産を積み上げた。これが 2008 年に始まった世界同時不況により世

界の金融資産は半減しつつある。現在「アメリカ金融帝国」終焉により、米国

の覇権は弱まり、中国他が台頭して世界は多極化の時代に入ってきた。 
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金融帝国の時代もまた、いずれ発生・成長・衰退・消滅の歴史法則の経過を

たどらざるをえない。ウォーラースティンは資本主義が持つ性格に次のものが

挙げている。（再掲：第３章資本主義世界経済の最終段階） 

 

・(利潤率の高い商品と低い商品間の交換の連鎖として存在する）垂直的かつ自己拡大的な

分業体制。 

・不平等を解消するというよりは、むしろ拡大してしまう傾向を持っており、ｼｽﾃﾑが持続す

るためには、継起的にｼｽﾃﾑの外部にあるものを内部に取り込んで、不平等の負担の行き先を

縁辺へと送りださなければならない。 

 

現在の世界経済の規模は開発され尽くした有限な土地と急増する人口によっ

て決められる。先進国（北）と開発途上国（南）間の絶望的な経済格差の南北

問題、人種問題、労働格差問題、それに近年環境問題が加わった。金融帝国の

時代に、ウォーラースティンのいうこれらの反システム運動は金融帝国の基盤

を突き崩す根源的問題となる。そのため、金融帝国の時代は意外に衰退・消滅

の時期が早いかもしれない。 

 

金融資本主義世界経済は、この先はどうなるか 

エコノミスト水野和夫はいう、米国発金融危機により金融世界経済が大崩壊

し、「アメリカ金融帝国」は終焉を迎えた。実物経済の約 3 倍に肥大化した金

融経済は実物経済に近い水準まで落ち込まざるをえない。今後暴走する国際金

融資本に対し、各国は協調して金融の規制・監督を強化しなければならない。

この混乱から回復には数十年かかるかもしれない。先進国の経済成長は定常状

態に陥り、経済の牽引力は経済成長の目覚しい新興国に経済成長移った。世界

は多極化に時代に入り、これより世界は資源・食糧獲得競争の時代になる。 

ウォーラースティンは、前述史的システムの３つの型のあとに社会主義世界

システム、世界の政治経済を統合した社会主義的世界政府を 50～100 年先の展

望している。現在、さまざまな地域統合が行われている。主なものに欧州では

1993 年に欧州連合（EU）27 ヶ国加盟が発足。東南アジア諸国連合、ラテンアメ

リカ経済機構などがその準備段階になるのではないだろうか。  

（再掲）一方、賢治は「世界全体が幸福にならない限り、個人の幸福はあり

えない」と主張した。賢治作品には政治経済への言及はあまりみられないが、

世界平和と飢餓や貧困の根絶を切望していた。 
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おわりにかえて 
今世紀初頭は、16 世紀から 500 年ぶりに大きな時代の断絶点を迎えている。 

水野和夫：今後の 日本・世界経済について 

今まで経済を学んでこなかったので、正直なところその仕組みがまだよくわ

からない。現在、わたくし達は世界経済の真只中で生きている。これまで多く

の国民は難しい政治経済のことはほとんど政治家任せにしていた。その結果、

公債累増を許したり、世界同時不況に苦しむ嵌めに陥ったのではなかったか。

今後、好き嫌いにかかわらず、もっと政治経済の動きに注視する必要がある。 

生を受けて 69 年、ようやく定年になって年金生活をしている。一方で、今定

年前の生活者は今次世界同時不況の波にもまれて喘いでいる。わたくしの世代

には「まじめに頑張って働けば、将来必ず良い生活ができる」母親や祖母にく

どいほど云われ、親の背中をみて育ってきた。これは成長神話が生きていたわ

たくし達までの「親の常識」だった。わたくしは、この「親の常識」を自分の

息子たちに自信をもって伝えてこなかったような気がする。 

敗戦直後、戦争未亡人となった母親は戦前からやっていた生業で残された 5

人の子供を抱え生計を立てていた。その頃は仕入れる品物がないため、古着な

どを買い入れ売り捌いた。買い入れたものは右から左に直ぐに売れた。季節の

変わり目には大売出しをし、映画館を貸しきって入場券を景品に出したことも

あった。また同級生が中学卒で「金の卵」として学生服で都会に就職するのを

駅に見送りに行ったことがある。これらがわたくしの体験した 1960 年代世界の

脅威を云われた高度成長時代である。市場規模は年々大きくなっていった。 

1970 年代、わたくしは結婚して子供が生まれ生長し、やがて巣立っていった。

その頃になると、ものが市場に溢れ「一億総中流」が云われはじめ、国民所得

の格差が縮まった。その頃から、商店やデパートがいくら各シーズンに大売出

しをしてもあまりものが売れなくなった。供給が需要よりも多くなり市場が飽

和する、経済成長が定常状態になる時代に入った。資本主義は絶えず経済成長

することを前提とし、生産が無計画に行われ、好況と不況を絶えず繰り返す。 

1980 年代、先進国の実物経済の成長が止まった金融資本が、更に資本増殖を

目論んだものが規制緩和・金融自由化「金融ビックバン」新自由主義政策だっ

た。これが 2007 年破綻し、2008 年米国発金融危機から世界同時不況に陥ってい

る。これにより、今世紀初頭の世界経済は、これまでの人類が歴史上経験した

ことがない別次元に入ったと多くの識者はいう。 

果てしない大洋の航海が今後ともつづく。各方面の書籍を読んで大いに啓発

された。参考にしたすべての著者に深く感謝いたします。 

落ち葉して 日のさしこめる 雑木林 幹治 
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第２章 1930 年代世界同時不況と、宮沢賢治が生きた時代の諸相 
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第４章 米国発金融危機から世界同時不況へ 
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第５章 金融資本主義世界経済の崩壊 
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OECD：(経済協力開発機構)はﾖｰﾛｯﾊﾟ諸国を中心に日･米を含め 30 ヶ国の先進国が加盟す

る国際機関。OECD は国際ﾏｸﾛ経済動向、貿易、開発援助といった分野に加え、最近で

は持続可能な開発、ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽといった新たな分野についても加盟国間の分析・検討。  
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第６章 日本の経済成長と公債累増 
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資金循環統計(2009 年第 2 四半期速報)：参考図表 日本銀行調査統計局 
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第７章 現代の貧困 

 



 71 

 



 72 

 

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/0/ecd70dbaa009dd6e492575b60004fade/ 

社会・援護局関係主管課長会議資料(平成 21 年 5 月 12 日開催) 
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総務省統計局労働力調査 2009 年 9 月現在 

就業者 6295 万人 非労働力人口 4392 万人 

就業率 57％ 

完全失業者 393 万人 完全失業率 5.3％（うち 15 から 24 歳 9.8％） 
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景 気 循 環 表 

西暦 年号 日本  世界 

18 世紀後半

～19 世紀前

半 

 英国ﾊﾟｸｽ=ﾌﾞﾙﾀﾆｶ 

「世界の工場」から「世界の銀行」

へ資本主義成立し、市場経済自由

競争段階に入る。 

19 世紀末 

大不況 

資本主義市場経済における景気循環の仕組み 

企業は資本を銀行から借りて設備投資をして商品を生産し市場に商品を送りこ

む。生産が消費に追いつかない間は好況になる。消費が飽和する段階になると

商品は売れず値引き競争（ﾃﾞﾌﾚ）が始まる。企業の在庫が増えると企業は倒産

に追い込まれ、融資した銀行も不良債権を抱えて連鎖破産が起きる。失業者が

増えて消費が冷え込み、ますます不況になる。 

 

利潤を得ようと生産は無制限に拡大しようとするのに対し、消費には限界があ

る。この需要と供給の矛盾を一気に暴力的に処理し、消費に見合った供給の水

準に引き戻す作用が恐慌の経済機能である。 

不況から脱するために企業は設備を破棄・縮小したり、生産性の向上を図るた

めに労賃の切り下げ、技術開発を含めた合理化をして生き残りを図る。 

19 世紀後半

～ 

20 世紀前半 

  帝国主義の誕生 

列強は市場と原材料供給地を求

めて植民地獲得競争。 

第 1 次世界 

大戦 

1914～1918 

欧州向けの輸出急増。 独占資本主義段階に入る。 

欧州が戦場となる。 

米国軍需ﾊﾞﾌﾞﾙ米国軍事物資の輸

出によりに膨大な資本を蓄積。 

1919～
1929 

ﾍﾞﾙｻｲﾕ体制 

第 1 次世界大戦は連合国が同盟国に戦勝した。戦後処理にﾍﾞﾙｻｲﾕ条約（1920 年）

が結ばれた。その内容は連合国が敗戦国に莫大な賠償金を約束させるものだっ

た。敗戦した同盟国独は戦勝した連合国米英仏に賠償金を支払うことが決まっ

た。そうして、賠償を受け取った英仏は戦時債務を米に、黒字国米は独に復興

資金独に貸し付けるという「借金大循環」がつくられた。 

敗戦国独は超ｲﾝﾌﾚ・債務返済・経済再建・失業車救済などに苦しんだ。やがて

米の株式ﾊﾞﾌﾞﾙが崩壊して資金が枯渇すると、この債務循環が止まった。 

 

このとき最も深刻な打撃を受けたのが、ﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊震源地米と資金供給が途絶し

た債務国独だった。両国の工業生産ほぼ半減し、失業者が 1/4 に及んだ。既成

政党の無策が続く中で、ﾋﾄﾗｰ率いるﾅﾁ党が「賠償停止・公共事業（ｱｳﾄﾊﾞｰﾝ建設

等）」を掲げ政権をとった。これらがﾌｧｯｼｽﾞﾑ台頭を許す素地をつくった。 

 

一方、ｽﾀｰﾘﾝ体制下のｿ連では強権政治の基で経済再建 5 ヶ年計画を順調に進め

ていった。恐慌に陥った米Ｆ・ﾙｰｽﾞﾍﾞﾙﾄ米大統領は、歴代政権がとってきた政

府が市場に介入しない自由主義から、政府が公共投資をして雇用と需要を喚起

するｹｲﾝｽﾞ理論を応用したﾆｭｰﾃﾞｰﾙ政策をとった。その途中で国家財政の再建を

優先するとして財政出動を抑えた均衡予算を組んだため景気が悪化した。本格

的な景気回復は第 2 次世界大戦後となった。 
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大戦終結に伴い、特需が減り経済成長率は

大戦ﾊﾞﾌﾞﾙ時の 1/3 に激減。ﾃﾞﾌﾚ進行、銀行

倒産多発。戦後不況がおきた。 

関東大震災発生、震災手形が乱発され、返

済可能性の低い債権が多量発生。 

震災不況。 

 

米国は自動車や家電製品などの

耐久消費財が成長産業として急

激が発展した。 

大量生産・大量消費の「米国型生

活様式」をつくりだした。貧富の

格差が増大。金余りから株式投

資・住宅投資が起きる。米国農産

物価格下落による農業危機発生。

株式ﾊﾞﾌﾞﾙが進行し景気が低迷。 

1920 年代 

 

 

 

1923 

 

 

 

 

 

 

 

1927 

金融不況 

片岡蔵相が東京渡邊銀行破綻失言に端を発

して銀行取付おこる。 

  

FRB は金利引下げを実施。農業保

護のために関税を引き上げを強

行。欧州は米国への輸出により経

済再建をしようとしていたが、輸

出拡大ができなくなった。 

銀行が巨額の不良債権を抱え、多数の銀行

が破綻した。 

ﾃﾞﾌﾚが進行し、賃金が低下し失業者が急増。

農産物価格が下落。農村では生活できない

人々が大量に都市へ流出。 

米国建設過剰、電機・自動車の飽

和、ﾌﾛﾝﾃｨｱの消滅。国民総生産が

激減。失業者が急増。消費低迷。

投資家は金利負担に耐えきれず

株を売って換金しようとしたた

め株価(総合)が 1/4 に暴落。ﾃﾞﾌﾚ

が深まり、銀行恐慌おきる。 

不況の後期には賃金と利潤の下

落で所得が縮小し、さらに消費が

冷え込む悪循環になる。 

1929～1935 

世界同時不

況 

(昭和恐慌） 

不良企業を整理し水ぶくれした経済を引き

締めて経済を再建するために、井上蔵相主

導で金本位制に復帰。金流出による国際収

支の悪化を止めるため、財政支出を大幅に

削減する超緊縮財政を強行。 

米国で国家財政優先の均衡予算

を策定。FRB(中央銀行)が金利を

引き上げて金融を引き締める。 

経済危機に対応するため 1937 年

まで全ての国が金本位制から管

理通貨制に移行。 

 

満州国建国。 

満州事変をきっかけに日中前面戦争へ。 

 

破局に陥った日本経済を立て直すために高

橋是清蔵相に就任。井上財政と逆の金本位

制から管理通貨制に戻し、国債を発行する

などの超金融緩和政策に切り替える。｢公債

政策に関する声明｣を発表し国債発行と歳

出削減方針を宣言。 

高橋蔵相 2.26 事件にて暗殺される。 

 

 

英・仏・米が本国と植民地を中心

に排他的な経済ﾌﾞロックを形成。

域外からの輸入に関税をかける

保護主義が強まる。 

経済基盤の弱かった日独伊の経

済危機が深刻化し、ﾌｧｯｼｽﾞﾑが台

頭。 

1933 年米国大統領に F･D･ﾙｰｽﾞﾍﾞ

ﾙﾄが就任。「金輸出絶対禁止令」

を公布し、金本位制から管理通貨

性に移行。 

1930 年代 

1932 

 

 

1935 

 

 

 

 

 

1936 

 

1937 

第 2 次世界 

大戦 

1939～1945 

日独伊防共協定が成立。 

日本は開戦から半年まで連戦連勝がした

が、ﾐｯﾄﾞｳｴｰ海戦に敗退後、圧倒的な物量を

持つ米軍に連戦連敗、1945 年広島・長崎へ

の原爆投下で無条件降伏となった。第 2 次

世界大戦により日本産業は壊滅的な打撃を

受けた。 

 

米国軍需ﾊﾞﾌﾞﾙ米国軍事物資の輸

出によりに膨大な資本を蓄積。米

国「世界の兵器工場」となり、軍

需産業が大進展。 
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1940 年代 

 

 

GHQ の命令による財閥の解体、被災した生産

設備、物流の寸断、不足する物資、復員兵

や引揚者の帰国による急激な人口増で経済

は混迷を極めた。GHQ の経済政策は戦前の財

閥による資本集中を排斥し、自由競争を促

進とする経済民主化政策として、軍需から

民需へ、財閥の解体や独占禁止法の公布、

労働組合設立の推奨を行い経済民主化政策

を行った。 

 

米国はﾊﾟｯｸｽ=ｱﾒﾘｶｰﾅの維持のた

め、第 2 次大戦後、台頭する社会

主義を封じ込める冷戦体制の構

築に力を注いだ。 

この時期の産業構造をみると，軍

需産業が民間産業の重要部門と

して定着し、軍産複合体制が出現

した。冷戦下では軍需が恒常的な

ものとなり、国防費は GNP の 10％

以上常に占めた。 

1945 
～1971 

ﾌﾟﾚｲﾄﾝ･ｳｯｽﾞ体制(IMF 体制：ﾄﾞﾙ基軸固定相場制) 
国際通貨基金(IMF)、国際復興開発銀行(IBRD)を設立。 

この協定は、第 1 次世界大戦後のﾍﾞﾙｻｲﾕ条約の戦後処理が失敗してﾌｧｯｼｽﾞﾑを誘

発し第 2 次世界大戦を招いたことの反省から、賠償放棄・戦債放棄・米の資金

援助を基本とするものだった。 

 

そのため具体的には国際的協力による通貨価値の安定、貿易振興、開発途上国

の開発を行い自由で多角的な世界貿易体制をつくるため為替相場の安定が計ら

れた。金 1 ｵﾝｽを 35 ﾄﾞﾙと定め、そのﾄﾞﾙに対し各国通貨の交換比率を定めた(金

本位制)。この固定相場制のもとで、日本円は 1 ﾄﾞﾙ=360 円に固定された。 

1950 年代 

1950～1953 

1955～1957 

1946～1955 

 

1958～1961 

 

 

 

朝鮮戦争特需景気 

神武景気 

経済再建期 

基幹産業へ傾斜生産方式で重点的

に資源配分が行われる。 

岩戸景気 

ﾃﾚﾋﾞ･洗濯機･冷蔵庫･電気釜など

の家電製品の内需と消費材の輸出

が伸びる。 

米国ﾊﾟｸｽ=ｱﾒﾘｶｰﾅ 

戦後米国は西側世界の工業生産のｼｪｱを

0.42％～0.62％に上昇させ、世界の金保有総

額の約 7 割を独占した。政治･経済力で圧倒

的優位に立つ。 

米国は既に管理通貨制をとっているので限

定された金為替本位制といえる。 

  

 

1960 年代 

1960～1964 

 

 

 

1963～1964 

1965 

 

 

池田内閣 

所得倍増計画 

石炭から石油へｴﾈﾙｷﾞｰ革命始ま

る。 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ景気 

証券不況 

自動車･ｸｰﾗ･ｶﾗｰﾃﾚﾋﾞなど 3C ﾌﾞｰﾑ

耐久消費財によって内需を拡大。 

輸出向けの省力化・公害防止技術

への投資が進む。 

｢1955～1973 年 18 年間高度経済

成長期｣1 ﾄﾞﾙ 300 円前後の円安輸

出好調 

製鉄業 1000 万㌧～1600 万㌧/年産

世界最大級の高炉製鉄所、電力業

263 万㌔㍗発電所、造船業 100 万

㌧級の超大型ﾄﾞｯｸ建設、自動車工

業年産台数世界上位 10機種に 4社

の車が入るなど各々の業種で大型

設備投資が行われる。 

米国の世界戦略 

・軍事的な反｢社会主義｣包囲網の構築。 

・同盟国の経済再建と生活水準の向上を図

る。 

・開発途上国への軍事援助による親米政権

の存続。 

米国は同盟国への巨額な経済・軍事援助を

行って世界資本主義の高度成長を実現し、

戦後に予測された恐慌を回避させた。その

結果、貿易収支と国家財政が赤字となった。 

 

米国は消費財を日本やﾄﾞｲﾂからの輸入に依

存しながら、軍事産業、航空機・宇宙産業、

IT 産業、原子力産業などに産業分野の特化

を行っていった。 
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 製鉄業 1000 万㌧～1600 万㌧/年産

世界最大級の高炉製鉄所、電力業

263 万㌔㍗発電所、造船業 100 万

㌧級の超大型ﾄﾞｯｸ建設、自動車工

業年産台数世界上位 10機種に 4社

の車が入るなど各々の業種で大型

設備投資が行われる。 

 

1970 年代 

1973～1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1974～1976 

1976～1977 

1978～1979 

 

田中内閣 

日本列島改造計画 

外需に支えられた高度成長が終息

すると、次に内需拡大で景気浮揚

を図ろうとする政策おこなった。 

その政策方向は賃上げや教育・福

祉の充実によって国民生活を豊か

にして消費を増やすのではなく、

赤字国債を発行しｾﾞﾈｺﾝ（総合建設

業）に工場の再配置地･新幹線･高

速道路網･空港港湾の整備に赤字

国債を発行して地方経済の活性化

を図ろうとするものだった。 

 

これが以降の政権で景気が停滞す

ると赤字国債で公共投資をするこ

とが引き継がれていった。 

三木内閣 

福田内閣 

大平内閣 

 

1971 年米国金ﾄﾞﾙ交換停止し、IMF
体制が崩壊し変動相場制へ 

1969～1973 年ﾆｸｿﾝ共和党政権 

ﾍﾞﾄﾅﾑ戦争 1959～1975 年終結が最大の課題

となる。 

1973 年第 1 次石油危機に伴う石油価格の高

騰はﾊﾞｯｸｽ=ｱﾅﾘｶｰﾅの経済基盤を突き崩すも

のとなった。冷戦を前提とした米ソ二極構

造から緊張緩和を図って多極化を目指す世

界秩序の構築へと模索する端緒となった。 

1974～1975 年不況 

この不況以降、主要国は失業問題が深刻化

しｽﾀｸﾞﾌﾚｰｼｮﾝ（停滞とｲﾝﾌﾚ同居）に陥った。 

この不況を契機に、それまでの鉄鋼・化学・

機械・電機の重化学工業中心からｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・

原子力・航空機・宇宙産業などの先端産業

へと産業構造の重点を移していった。 

1977～1981 年ｶｰﾀｰ民主党政権 

在任中にｲﾗﾝ革命勃発。在任中に不況とｽﾀﾌ

ｸﾞﾚｰｼｮﾝに取り組んだが成果が得られなか

った。大統領を辞任してからの人権外交で

世界平和に貢献。 

1980 年代 

1980～1981 

1985～1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982～1987 

 

 

鈴木内閣 

円高不況 

1 ﾄﾞﾙ 100 円前後に高止まる 

生産装置にﾏｲｸﾛｴﾛﾄﾆｸｽ技術を応用

し産業ﾛﾎﾞｯﾄにより生産性が飛躍

的に向上しｺｽﾄ削減が可能となり

国際競争力が増した。 

また石油危機への対応を迫られた

ので、省エネ技術や低燃費車の開

発が進んだ。 

 

中曽根内閣 

民需を拡大するために大規模な都

市開発を打ち出す。これを継承

1987 年「総合保養地域整備法」に

より大型ﾘｿﾞｰﾄ開発に税制優遇や

公的資金の投入。 

日銀の低金利・土地利用の規制緩

和に日銀の低金利が加わり、不動

産ﾊﾞﾌﾞﾙが加熱。銀行はｾﾞﾈｺﾝなど

 

1981～1989 年ﾚｰｶﾞﾝ共和党政権 

経済再建･小さな政府を目指し、大幅財政削

減(軍事予算を除く)･減税･規制緩和・通貨

供給量の制御の政策を掲げたが、景気が悪

化し税収は増えず貿易と財政の双子の膨大

な赤字を累積した。英ｻｯﾁｬｰ政権に続く、市

場原理主義・構造改革･規制緩和･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｽﾞ

ﾑの新自由主義政策を世界中に広めた。 

 

1986 年 MOSS 協議：(ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ、電気通信、

医薬品・医療機器、林産物の分野)決着

GATT、ｳﾙｸﾞｱｲ･ﾗｳﾝﾄﾞ交渉開始。 

 

1989～1993 年ﾌﾞｯｼｭ父共和党政権発足 

1989 年ｿ連ｺﾞﾞﾙﾊﾞﾁｮﾌ首相と会談を行い、米

ｿの冷戦が終結宣言をおこなった。 

1990 年ｲﾗｸのﾌｾｲﾝ政権がｸｳｴｰﾄに侵攻する

や国連のｲﾗｸ侵略行為非難に続き、多国籍軍

を率いて湾岸戦争をおこした。 
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の不動産投機に膨大な融資をおこ

なった。地価高騰が続くので銀行

は十分な審査しないで膨大な融資

をおこなった。 

 

1985 ﾌﾟﾗｻﾞ合意 
(先進５カ国が、為替ﾚｰﾄをﾄﾞﾙ安に進めることに合意) 
これより信用･金利･価格･為替変更にﾘｽｸが加わるようになった。 

1986 年英ｻｯﾁｬｰ政権と米ﾚｰｶﾞﾝ政権は、規制緩和･効率化･社会保障と福祉費の削

減･労組弱体化を伴った｢小さな政府｣と金融立国を目指す新自由主義政策を強

力に推進していった。 

 

そして証券取引の徹底した自由化(金融ﾋﾞｯｸﾊﾞﾝ)が始まった。米国は有利な基軸

通貨のﾄﾞﾙを背景に、このｱﾒﾘｶ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞをｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞとして世界中に認

めさせてきた。この政策は次のﾌﾞｯｼｭ父共和党政権、ｸﾘﾝﾄﾝ民主党政権を挟んで、

ﾌﾞｯｼｭ子政権に引き継がれていった。 

日本では中曽根政権は米ﾚｰｶﾞﾝ政権に呼応し、このｱﾒﾘｶ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞを受け入れ新

自由主義政策を推進した。 

 

規制緩和の一環として、国鉄民営化･NTT 民営化･男女危機会均等法･労働者派遣

法などが歴代内閣に引き継がれていった。 

米国資本主義は｢会社は株主のもの｣、会社は短期に収益を上げ株主への配当を

責務とし、従業員の解雇は自由にできるものとしている。 

 

一方、これまで日本資本主義は｢会社はみんなのもの｣、従業員は会社の構成員

で終身雇用とし、簡単に解雇しないとするものだった。日米の国民性を比較す

ると将来に備えて貯蓄よりも投資を、日本は投資よりも貯蓄をという性向があ

る。一方は狩猟民族、他方は農耕民族の性というべきか。このような国民性の

違いがあるにも拘わらず、歴代保守政権はひたすら米国方式を日本に当てはめ

て経済政策を推進してきた。 

1986～1991 

1987～1988 

不動産ﾊﾞﾌﾞﾙ景気 

竹下内閣 

 

1990 年代 

1992～1993 

1991～1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993 

1994 

1994～1995 

1996～1997 

1997～1999 

 

宮澤内閣 

第一次平成不況。 

1990 年旧大蔵省が銀行に新規不動

産融資禁止の行政指導を行った結

果、不動産金融が逼迫し地価が暴

落。不動産と銀行に 1400 兆円とも

いわれる不良債権が残った。 

これより平成大不況に突入。この

原因は政府の遅すぎた金融政策の

失敗と本来業務を逸脱した銀行の

不動産融資にあったといわれてい

る。ｾﾞﾈｺﾝを救済するため政府は公

共投資を、銀行を救うために日銀

は超低金利貸付をおこなった。 

細川内閣 

羽田内閣 

村山内閣 

橋本内閣 

第二次平成不況 

 

1993～2001 年ｸﾘﾝﾄﾝ民主党政権 

ﾚｰｶﾞﾝ政権の供給ｻｲﾄﾞに立った企業減税・

社会保障削減などの政府の関与をなるべ

く少なくした｢小さな政府｣を目指したﾏｸﾛ

経済政策に対し、ｸﾘﾝﾄﾝ政権は道路などｲﾝﾌ

ﾗ整備に公共投資の拡大し、これを呼び水

にした民間投資の奨励、労働力の質の向

上、技術開発力の強化などｹｲﾝｽﾞ流の｢大き

な政府｣を目指した。 

 

日米包括経済協議を行い、同時に米国はｼﾞ

ｬﾊﾟﾝ･ﾊﾞｯｼﾝｸﾞ政策をとった。この一環とし

て中国に投資をするなど経済連携をはか

り在任中に財政赤字を解消、景気が向上し

た。 
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1998～1999 

1999 

2000～2001 

1996～2001 

三洋証券の破産を契機に北海道拓

殖銀行・山一證券が経営破綻した。

大手銀行が次々破綻したが、公的

資金投入が遅れたため再建がおく

れ、不況が長引いた。金融規制を

徹底的に緩和・撤廃する米国ｽﾀﾝﾀﾞ

ｰﾄﾞが日本に持ち込まれる。 

小渕内閣 

労働者派遣法の制定 

森内閣 

金融ﾋﾞｯｸﾊﾞﾝが導入される。 

2000 年代 

2001～2006 

2001～2002 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

小泉内閣 

第三次平成不況 

郵政改革の名の基に小泉内閣が発

足。構造改革の名称で米国に追随

し新自由主義政策を推進。 

 

労働者派遣法の派遣業務の業種範

囲が物流から製造部門まで広げら

れた。これによって非正規労働

者・ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者の比率が急増。 

 

2001～2009J ﾌﾞｯｼｭ子共和党政 

減税、企業活動重視、市場原理主義、福祉

削減などの｢小さな政府｣を目指した新自

由主義政策を推進。 

 

自由と民主主義を守るとしてｲﾗｸ・ｱﾌｶﾞﾝ戦

争をおこし、膨大な軍事予算を支出。地球

温暖化防止をすすめる京都議定書から離

脱。 

 

 

 

 

 

 

1995 年に始まるﾄﾞﾙ高政策により日欧から大量の投資資金が米国株式市場に流

入した。IT 革命が同時進行したのでﾈｯﾄ関連株の参入もあり株式ﾊﾞﾌﾞﾙとなって、

米国金融資本は国際金融市場で膨大な収益をあげた。 

2000 年米国株式ﾊﾞﾌﾞﾙが崩壊。1999 年規制緩和で銀行と証券の障壁は撤廃され、

投資銀行業務が強化された。 

 

為替変動ﾘｽｸを回避する方法は NASA から移ってきた科学者により数学を駆使

した金融工学が取り入れられ、従来の金融取引にﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ取引(金利・通貨・

為替など本来の金融取引から派生した金融商品に総称、ｵﾌﾟｼｮﾝ取引・先物取引・

ｽﾜｯﾌﾟ取引などが代表的なもの)がつくられた。 

金融ﾋﾞｯｸﾊﾞﾝと経済構造改革の進展により米国の投資ﾌｧﾝﾄﾞが株式を買い占めた

り、企業に増配を迫ったり、企業買収が横行するようになった。 

信用力の低い人に貸し出すｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝ(住宅ﾛｰﾝ：強奪的融資)がつくられ、ﾘｽｸ

を減らすﾚﾊﾞﾚｯｼﾞをかけた証券が世界中に売り出された。低所得層への｢強奪的

融資｣は住宅価格が上がり高価格転売可能が条件だった。2006 年秋から住宅価

格が値下がり始めると、元本返済に時期になり返済を滞る人が出て住宅を手放

す人が増え、住宅ﾊﾞﾌﾞﾙがはじけていった。 

潤沢な資金を持つﾍｯｼﾞﾌｧﾝﾄﾞが国境を越えて投資し、各国を金融危機に陥れなが

ら膨大な収益を上げていった。米国は還流したﾄﾞﾙで消費財を輸入し、住宅投資

がますます過熱し住宅ﾊﾞﾌﾞﾙとなった。米国連邦準備銀行 FRB は加熱する住宅

ﾊﾞﾌﾞﾙに適切な対策をせず放置した。 

2007～ 

世界同時不

況 

 

 

2009～ 鳩山民主党政権発足 米ｵﾊﾞﾏ民主党政権発足 

2009 年 11 月森松幹治作成 
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今次米国発金融危機の性格 

ﾊﾞﾌﾞﾙ形成の主な背景 債務拡大の本体 主な債務 債務の大きさ・調整機関 

（対 GDP 比） 

IT ﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊後の低金

利政策、証券化市場の

拡大 

家計 

金融機関 

住宅ﾛｰﾝ 272％→360％→？？？％ 

(02年→06年→？？？％) 

 

主な金融危機の性格 比較表 

 ﾊﾞﾌﾞﾙ形成の 

主な背景 

債務拡大 

主体 

主な債務 債務の大きさ・調整機関 

（対 GDP 比） 

米国発 

大恐慌 

 

ﾏﾙｸｽ経済型 

｢富の偏在｣と過剰

供給 

人口の 5％が富の

90％を握る。200 社

の企業が全国の企

業資産の半分を保

有 

企業 

家計 

証券担保融資 

消費者ﾛｰﾝ 

156％→211％→299％→198％ 

(20年→30年→33年→37年) 

日本 

土地ﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊 

円高救済のための

金融緩和による過

剰流動性 

企業 

金融機関 

土地担保融資 266％→320％→295％ 

(85年→89年→04年) 

今次米国発 

金融危機 

IT ﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊後の

低金利政策、証券

化市場の拡大 

家計 

金融機関 

住宅ﾛｰﾝ 272％→360％→？？？％ 

(02年→06年→？？？年) 

 

主な金融危機と債務収縮対策の比較表 

 金融債務 

調整過程 

財政

ｾｰﾌﾃ

ｨﾈｯﾄ 

市場 

保護 

金融 

政策 

会計 

制度 

財政 

政策 

逆資産 

効果 

米国発 

大恐慌 

銀行倒産 無し 無し 金融緩和の

遅れ 

簿価主義？ 小 無し？ 

日本 

土地ﾊﾞﾌﾞﾙ

崩壊 

不良債権 

処理先送り 

有り 遅れる 

(空売り

規 制 な

ど) 

量的金融緩

和の遅れ 

簿価主義 

(BIS 規制) 

大 軽微 

今 次 米 国

発 金 融 危

機 

緩 や か な 債

務調整？ 

有り 部分 

導入？ 

早期に量的

金融緩和 

時価 主 義 (棚

上げ？) 

大？ 大き

い？ 

注：逆資産効果 不況になって企業が投資を控えたり、消費者が消費を控えること。 

視点 大恐慌は繰り返すか～金融危機をどうみるか～（後編） 

http://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/pdf/c200905_2.pdf 
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政治経済年表 

西暦  

年号 
日    本 世    界 好況・不況 

1848   ﾏﾙｸｽとｴﾝｹﾞﾙｽが「共産党宣言」

発表 

  

1871   ﾊﾟﾘ･ｺﾐｭｰﾝ（ﾌﾗﾝｽ：第三共和制

の成立） 

  

1873～ 

1896 

   英国発 19 世紀

末大恐慌 

1889 大日本帝国憲法発布     

1894 不平等条約解消     

1894～ 

1895 

日清戦争     

1895 三国干渉により遼東半島を清に返

還 

    

1896 宮沢賢治誕生      

1897 金本位制確立     

1900 治安警察法成立    

1901 八幡製鉄所(官営)操業開始     

1902 日英同盟     

1904～ 

1905 

日露戦争 

 

  

1905 韓国統監府設置     

1910 韓国併合 大逆事件     

1911 関税自主権を回復     

1912～ 

1913 

第 1 次護憲運動（大正政変）     

1914～ 

1918 

第 1 次世界大戦 

連合国：英･米･仏･伊･ﾛｼｱ･ｾﾙﾋﾞｱ･日本 

同盟国：独･ｵｰｽﾄﾘｱ･ﾊﾝｶﾞﾘ･ﾄﾙｺ･ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ 

  

1915 日本が中国に 21 ヶ条を要求 戦争景気   

1918 米騒動・原内閣発足（初の本格政

党内閣） 

ｼﾍﾞﾘｱ出兵 

    

1919   朝鮮で 3･1 独立運動・中国で

5・4 運動 

  

1920   ﾍﾞﾙｻｲﾕ体制 

賠償金と戦時債務の支払いに

ついて、債務国ﾄﾞｲﾂに対する

黒字国米国が資金援助：借金

大循環 

戦後不況 

1922～ 

1923 

銀行取付騒動     

1923 関東大震災     

1924 第 2 次護憲運動     

1925 治安維持法・普通選挙法成立     

1927     日本金融不況 
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1928 全国に特別高等警察が設置される 

張作霖爆殺事件 

    

1928～ 

1929 

   米国ﾊﾞﾌﾞﾙ景気 

1929～ 

1935 

昭和恐慌  NY 株式市場大暴落(ﾌﾞﾗｯｸｻｰｽﾞ

ﾃﾞ） 

米国の資金枯渇により借金大

循環が崩壊 

世界同時不況 

 

1930 金輸出解禁     

1931   柳条湖事件、満州事変始まる   

1932 5・15 事件（犬養毅首相暗殺） 満州国建国宣言   

1933 宮沢賢治死亡 国際連盟脱退を通告   

1937 廬溝橋事件、日中戦争始まる     

1938 国家総動員法公布     

1939～ 

1945 

第 2 次世界大戦 

連合国：英･中華民国･米･ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ･ｵｰｽﾄﾗｼｱ･ﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞ･ｶﾅﾀﾞ･ｵﾗﾝ

ﾀﾞ･ソ連 

枢軸国：独･日･伊･ﾌｲﾝﾗﾝﾄﾞ･ﾊﾝｶﾞﾘ･ﾙｰﾏﾆｱ･ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ･ﾀｲ 

  

1940 日本軍が北部仏印(仏領ｲﾝﾄﾞｼﾅ)に進駐 

日独伊三国同盟締結 

  

1941 太平洋戦争始まる 

日ｿ中立条約締結 

日本軍が南部仏印に進駐 

  

1942 学徒勤労動員始まる ﾐｯﾄﾞｳｪｰ海戦で日本海軍敗退   

1943 日本軍がｶﾞﾀﾙｶﾅﾙ島より撤退 

絶対国防圏を設定し、戦線を縮小 

    

1944 学徒集団疎開始まる ｻｲﾊﾟﾝ島の日本軍玉砕 

ﾚｲﾃ沖海戦で日本軍連合艦隊

壊滅 

  

1945 東京大空襲 

沖縄戦 

広島・長崎に原爆投下 

ソ連が対日宣戦布告 

ﾎﾟｯﾀﾞﾑ宣言受諾、日本無条件降伏 

GHQ による占領政策開始 

ﾏｯｶｰｻｰが幣原内閣に婦人解放・労

働組合奨励・財閥解体・農地改革・

国家と神道分離の 5 大改革要求 

ﾎﾟｯﾀﾞﾑ協定（欧州の戦後処理） 

ﾎﾟｯﾀﾑ宣言（日本の戦後処理） 

ﾌﾞﾚﾄﾝ･ｳｯｽﾞ体制（IMF 体制） 

(賠償と戦債の放棄、米経済援

助、1 ﾄﾞﾙ：360 円) 

  

1946 昭和天皇｢人間宣言」日本国憲法公

布(翌年施行)経済安定本部設置 

    

1949 

 

 

1950 

 

1 ﾄﾞﾙ=360 円固定相場制へ移行 

統制経済から自由経済へ、生産管

理政策から需要管理政策へ 

GHQ の方針、一転して右旋回 

中華人民共和国成立 

 

朝鮮戦争 

  

 

特需景気 

 

1951 ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺで対日平和条約と日米安保条約調印 

日本国との平和条約（ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ講和条約）翌年発効  

日米安全保障条約調印  
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1952 対日平和条約発効、占領終了   

1954 自衛隊発足 

ﾋﾞｷﾆ環礁で水爆実験 

第五福竜丸に乗組員が被爆 

   

1955 自由党と民主党が合併し自由民主

党、右派と左派が合併した日本社

会党が設立（55 体制） 

GTT 加盟 

    

1955～ 

1957 

   神武景気(31 ヶ

月) 

1956 日ソ共同宣言調印 

国際連合加盟 

日ソ国交回復 

経済白書「もはや戦後ではない」 

    

1957～ 

1958 

    なべ底不況 

1958～ 

1961 

  岩戸景気(42 ヶ

月) 

1959～ 

1975 

  ｷｭｰﾊﾞ革命 

ﾍﾞﾄﾅﾑ戦争 

  

1959 ｢貿易自由化方針｣決定     

1960 日米安全保障条約改定 

池田内閣発足、「所得倍増計画」

決定 

三池炭鉱ｽﾄ 

    

1961   米国ｹﾈﾃﾞｨ民主党政権発足   

1963 OECD 加入 米国ｹﾈﾃﾞｨ大統領暗殺   

1963～ 

1964 

  ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ景気 

1964 東海道新幹線開通 

東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催 

日米繊維交渉 

佐藤内閣｢中期経済計画｣決定 

在ﾍﾞﾄﾅﾑ米軍ﾄﾝｷﾝ湾攻撃   

1965 日韓基本条約調印 米国ｼﾞｮﾝｿﾝ大統領ﾍﾞﾄﾅﾑ北爆

命令 

証券不況 

1965～ 

1970 

  

 

いざなぎ景気

(57 ヶ月) 

1966 日本の総人口 1 億人を突破 

赤字国債初発行 

対内投資自由化 

中国で文化大革命はじまる   

1967   ﾖｰﾛｯﾊﾟ共同体(EC)が発足   

1968 消費者保護法成立 ﾊﾟﾘの 5 月革命(ﾌﾗﾝｽ) 

ﾌﾟﾗﾊの春（ﾁｪｺｽﾛﾊﾞｷｱ） 

  

1969 安保闘争・学生運動激化 世界革命の序章 

(ｳｫｰﾗｰｽﾃｨﾝ提唱：反ｼｽﾃﾑ運動） 

  

1970 日本万国博覧会開催 

富士・八幡製鉄合併、新日鉄とな

る 
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1971 沖縄返還協定調印 金ﾄﾞﾙ交換停止 

(金本位制から変動相場制へ) 

ｽﾐｿﾆｱﾝ協定（1 ﾄﾞﾙ=308 円） 

  

1972 札幌ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催 

沖縄返還 

田中角栄首相「日本列島改造論」 

土地価格の高騰 

    

1973 大規模小売店法店舗法 

変動相場制に移行、資本 100％自

由化決定 

第 4 次中東戦争   

1970～

1973 

物価高騰    第 1 次石油危機  

1972～ 

1973 

    日本列島改造

景気 

1974 戦後初めてのﾏｲﾅｽ成長、翌年 5％

に回復 

    

1975   ﾍﾞﾄﾅﾑ戦争終わる(ｻｲｺﾞﾝ陥落) 

石油問題を中心に第 1 回ｻﾐｯﾄ 

  

1976 ﾛｯｷｰﾄﾞ事件     

1978 日中平和友好条約調印 

 

ｲﾗﾝ･ｲｽﾗﾑ革命   

1979 官公庁不正事件続発、摘発される 

東京ｻﾐｯﾄ（石油割当が議題） 

英国ｻｯﾁｬｰ保守党政権発足 

米国ｽﾘｰﾏｲﾙ島原発事故 

  

1980～

1983 

物価高騰 ｲﾗﾝ･ｲﾗｸ全面戦争 第 2 次石油危機  

1981   米国ﾚｰｶﾞﾝ共和党政権発足   

1982 中曽根内閣発足     

1983 東京地裁、田中首相に実刑判決 

財政改革（土光敏夫）、官業の民

営化 

    

1985 NTT 民営化 

男女機会均等法施行 

ﾌﾟﾗｻﾞ合意 

(円高ﾄﾞﾙ安の是正) 

  

1985～ 

1987 

    円高不況 

1986 橋本内閣発足 

前川ﾚﾎﾟｰﾄ発表 

(黒字増大より内需拡大を図る） 

ソ連ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ原発事故発生 

MOSS 協議：日米貿易摩擦解消

交渉 

  

1986 

 

労働者派遣法施行 

 

英国ｻｯﾁｬｰ保守党政権「金融ﾋﾞ

ｯｸﾊﾞﾝ」証券市場改革実施 

ソ連ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ原発事故 

平成ﾊﾞﾌﾞﾙ景気

(51 ヶ月) 

1987 国鉄民営化 

日米半導体摩擦 

ﾙｰﾌﾞﾙ合意(ﾄﾞﾙ安各国協調) 

(1 ﾄﾞﾙ：240 円→150 円に推移) 

米国株式市場暴落｢ﾌﾞﾗｯｸﾏﾝﾃﾞ

ｨ｣ 

  

1988 ﾘｸﾙｰﾄ疑惑     

1989 小渕内閣発足 

消費税ｽﾀｰﾄ 

昭和天皇死去 

ﾍﾞﾙﾘﾝの壁崩壊 

東欧革命 
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1990 10 年間で土地・株総額約 1400 兆

円の資産を損失） 

ｲﾗｸがｸｴｰﾄに侵攻 

東西ﾄﾞｲﾂ統一 

ﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊 

1991 宮沢内閣発足｢生活大国 5 ヶ年計

画｣ 

ｿ連邦崩壊 

ﾛｼｱ連邦発足 

湾岸戦争 

  

1991 4 大証券損失補てん発覚   ﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊 

1991～ 

1993 

    第 1 次平成不況  

1992 PKO 協力法案可決 

PKO で自衛隊、初の海外派兵 

ｸﾘﾝﾄﾝ民主党政権発足   

1993 細川内閣ｳﾙｸﾞｧｲ･ﾗｳﾝﾄﾞ合意（米部

分自由化) 

戦後最悪の大凶作（岩手県：作況

指数：33） 

平岩ﾚﾎﾟｰﾄ(規制緩和が中心） 

欧州連合 12 国単一市場開始   

1994   NATO、ﾎﾞｽﾆｱ空爆 ﾒｷｼｺ債務危機 

1995 阪神・淡路大地震が発生 

地下鉄ｻﾘﾝ事件 

    

1995 東京協和･安全信金乱脈融資事件 

金融機関の破綻相次ぐ(信金･地） 

米債権国に転落 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ債務危

機 

1996 住専処理問題発生、6850 億円投入 

橋本内閣発足、規制緩和･官民の役

割分担･情報公開の 3 本柱を決定 

民主党結成 

小選挙区制可決 

    

1997 京都議定書 

山一証券･三洋証券･徳陽ｼﾃｨ銀行･

北海道拓殖銀行など金融機関の破

綻相次ぐ 

   

1997～ 

1999 

中堅ｾﾞﾈｺﾝ倒産相次ぐ 

拓銀･都銀倒産 山一證券倒産 

政府 30 兆円の銀行支援策発表 

ﾀｲのﾊﾞｰﾂ暴落 第 2 次平成不況  

東ｱｼﾞｱ債務危

機 

1998 長野冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催 

長銀・日債銀破綻 

  

1998     ﾛｼｱ財政危機 

1999 

1999～ 

2000 

東海村核施設臨界事故 

大手17銀行に7.5兆円の公的資金

注入 

欧州単一通貨ﾕｰﾛ誕生 

ｲﾗｸのｻﾀﾞﾑﾌｾｲﾝ政権石油売却

代金のﾄﾞﾙ受取拒否し、国連に

ﾕｰﾛでの支払いを認めさせる。 

米国 IT ﾊﾞﾌﾞﾙ 

(ﾅｽﾀﾞｯｸ株市場

最高値をつけ

る) 

2000 千代田生命・共栄生命破綻 

雪印乳業事件、そごう倒産 

 

ﾛｼｱ、ﾌﾟｰﾁﾝ大統領就任 

ﾅｽﾀﾞｯｸ株ﾊﾞﾌﾞﾙ

崩壊  

2001～ 

2002 

小泉内閣発足 

構造改革を旗印に規制緩和・市場

重点主義の新自由主義政策を推進 

9.11 米国同時多発ﾃﾛ発生 

英米軍ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ空爆 

日本自衛隊もｱﾌｶﾞﾝに派遣 

ｴﾝﾛﾝ社破綻･粉飾決済相次ぐ 

第 3 次平成不況  

(ﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊） 

2002 雪印食品牛肉偽装事件     

2003～ ｲﾗｸ戦争始まる   
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2005 日本の総人口の減少が始まる。衆

議院解散総選挙小泉圧勝、郵政民

営化法案可決。 

ﾗｲﾌﾞﾄﾞｱ・ﾆｯﾎﾟﾝ放送騒動。ﾍﾟｲｵﾌ

解禁。国土堤義明会長証券取引法

違反で逮捕 

    

2006 日銀量的緩和解除 

耐震偽装事件 

ﾗｲﾌﾞﾄﾞｱ堀江社長・村上世彰ｲﾝｻｲﾀﾞ

ｰ取引で逮捕 

北朝鮮核実験   

2007 防衛庁が防衛省に昇格 

郵政民営化 

  米国住宅ﾊﾞﾌﾞﾙ

崩壊 

2007～ 

  

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

1 月中国製ｷﾞｮｰｻﾞ中毒事件 

6 月中国製ｳﾅｷﾞ偽装事件 

7 月洞爺湖ｻﾐｯﾄ、温室効果ｶﾞｽ半減

目標 

10 月東京株、ﾊﾞﾌﾞﾙ後最安値を更

新 

10 月日銀、7 年 7 ヶ月ぶりに利下

げ 

 

 

 

 

 

 

4 月日銀「3 月短観」景況観最悪表

明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月鳩山民主党政権発足 

10 月鳩山首相所信演説 

 

 

 

11 月ｵﾊﾞﾏ大統領来日、日米首脳会

談、ｵﾊﾞﾏ大統領東京演説  

ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ関連巨額の損失発生 

世界が金融危機から経済危機

に波及 

石油価格高騰 

 

3 月ﾍﾞｱ･ｽﾀﾝｰｽﾞが破綻、商業銀

行が買収 

9 月米ﾌｧﾆｰﾒｲ（連邦住宅貸付抵

当金庫）と米ﾌﾚﾃﾞｨﾏｯｸ（連邦

住宅貸付公社）の 2 公社が 5.2

兆ﾄﾞﾙの負債を負って破綻、国

有化 

9 月米投資銀行ﾘｰﾏﾝが破綻し

倒産 

米投資銀行ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽとﾓ

ﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰが破綻、商業銀行

に業態変更、ﾒﾘﾙﾘﾝﾁが破綻、

AIG が破綻、国有化 

 

1 月ｵﾊﾞﾏ民主党政権発足 

2 月 G7 財政出動促す 

3 月 G20 各国金融出動求める 

4 月核廃絶への道ｵﾊﾞﾏ米大統

領ﾌﾟﾗﾊで演説 

4 月米露核軍縮へ新条約 

6 月米 GM 破産法第 11 条申請 

9 月ｵﾊﾞﾏ大統領国連演説 

10 月「核兵器全廃」決議：最

多 170 カ国の賛成で採択 国

連委 

10 月ｵﾊﾞﾏ大統領にﾉｰﾍﾞﾙ平和

賞 

世界同時不況 

継続中 

 

 

 

 

 

 

 

2009 年 11 月森松幹治作成 

 

 


