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「一般論としては、赤字は悪いものです。しかし、政治的な観点から考えた場合、

アメリカのこの財政赤字というのは、非常によいものでありました。政府の支出

を防ぐといいますか、抑えるという効果的な役目を果たしたからであります。下

院は民主党が過半数を占めており、最近では上院も民主党がコントロールしてい

るわけですが、その議会が支出の大幅な増額を望んでも、これを阻止し得たのは、

あくまでレーガン大統領が増税を許さないという姿勢を保ってきたからです。同

時に国民が、赤字に反対する姿勢を示したからであります。その意味において、

赤字は、政府支出を抑える効果的な政策手段であった、と考えることが出来ます」 
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 鈴木幸夫企画委員（司会 テレビ東京） 最

近のアメリカ経済が抱えている問題、特にレ

ーガン政権の経済運営については、今日まで

いろいろな毀誉褒貶があるわけですが、“双子

の赤字”をめぐっての政府の政策、大統領選

挙を１つの背景とするといろいろな政策論争、

そういった一連の動きについて、レーガン政

権を理論面を支えてこられたフリードマンさ

んは、いまどういうお気持ちでアメリカの経

済の実態をみておられるのか。まずそこから

うかがいたいと思います。 
 
 政治的に意味のあった財政赤字 

 

 フリードマン アメリカの経済は非常に堅

調だと考えております。あたかも、“双子の赤

字”の問題が、問題であるかのようにお話に

なっていらっしゃいますが、これは問題では

ないのです。“双子の赤字”の１つ、財政赤字

にしましても比較的小規模なものです。連邦

政府と州政府その他、地方政府の財政をすべ

てひっくるめて考えますと、総額としての財

政赤字は、ここ数年のあいだに急激に減少し

ています。いまやＧＮＰの割合でいえば２％

から２．５％というところです。この比率は、

私の記憶が間違っていなければ、最近１０年

の日本の赤字率よりも小さいものです。 
 財政の面でいえば、より重要なのは８年前

と比べて税金のほうがどうなっているかとい

うことなのです。レーガン大統領が就任した

当時、アメリカの最高限界税率は、個人所得

税で７０％でした。税収の総額がＧＮＰに占

める比率は２０％でした。８年経った現在、

個人所得税の最高限界税率は３３％になりま

した。もし８年前に、「アメリカのこの税率が、

８年で３３％ぐらいまで下がる確率は？」と

いう質問が皆さまから出ていたとすれば、私

は「ゼロ」と答えていただろうと思います。

しかも税収の比率は、相変わらずＧＮＰの２

０％というところで変わらないわけです。 

 このように、歳入の比率は変わらず、税率

が下がったということが、アメリカの経済を

刺激してまいりました。 
 それでは赤字はなぜ発生しているのか？と

いう質問があるかもしれません。｢レーガン大

統領が軍事力増強に力を置いたからだ｣と答

える人が多いかもしれませんが、事実はそう

ではありません。８０年以降の政府支出の伸

びのうち、軍事支出の増額分が占めているの

は３分の１です。残りの３分の２……、３分

の２以上と申しあげたほうがよろしいのです

が、これは福祉関係、高齢者のためのいろい

ろな基金、その他社会計画の支出なのです。

しかもこれらは、レーガン大統領就任前に成

立していた法律に基づく支出なのです。 
 政府の予算のその他の部分をみますと、軍

事予算、それからいわゆる資格給付といいま

すか、たとえば高齢者の年金とか失業保険、

その他債務の利払いといったものを脇に置い

て考えますと、これ以外の項目では予算は減

っているわけです。それは、レーガン大統領

が増税に反対の立場をとってきた結果、こち

らでの予算が減ってきたということなのであ

ります。 
 一般論としては、赤字は悪いものです。し

かし、政治的な観点から考えた場合、アメリ

カのこの財政赤字というのは、非常によいも

のでありました。政府の支出を防ぐといいま

すか、抑えるという効果的な役目を果たした

からであります。下院は民主党が過半数を占

めており、最近では上院も民主党がコントロ

ールしているわけですが、その議会が支出の

大幅な増額を望んでも、これを阻止し得たの

は、あくまでレーガン大統領が増税を許さな

いという姿勢を保ってきたからです。同時に

国民が、赤字に反対する姿勢を示したからで

あります。その意味において、赤字は、政府

支出を抑える効果的な政策手段であった、と

考えることが出来ます。 
 日本を含めまして世界の各国が、アメリカ
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に無料でアドバイスを提供してくださいまし

た。赤字を削減するために増税が必要だとい

うことですが、これは経済的にもまずいアド

バイスであり、また政治的にはもっとひどい

アドバイスだと考えております。まず経済的

には増税が赤字削減にはつながらない。です

から、これはまずいアドバイスなのです。増

税は支出の増大につながります。日本の国会

でも、アメリカの議会でも、税が増えれば、

それに応じて、あるいはそれ以上に出来る限

りのところで支出を増やすでありましょう。

これが財政支出といいますか、政治的な支出

の第１の原則なのであります。 
 政治的にこれがまずいアドバイスだと申し

ましたのは、増税はまず不人気をかこつから

です。それから支出の増というまずい政策に

つながるから、まずいアドバイスだと申し上

げるわけです。 
 従って、私は赤字を悔やむよりも、これが

有益な役割を果たしてきた、というふうにと

らえています。レーガン大統領もそうであり

ます。 
 財政均衡修正法案については、私もレーガ

ン大統領も支持していますけれども、あくま

で政府の支出は幾らまで、という制限をつけ

てのことであります。それが何といっても財

政均衡の基本条件になります。 
 
 貿易赤字は米国の力の反映 

 
 次に２番目の赤字、つまり貿易赤字につい

て述べます。貿易赤字は、アメリカの力の反

映といいますか、象徴であったと、私は考え

ております。逆に、日本とヨーロッパの弱さ

を表していたものだと、それらの国々の弱さ

の兆候であった、というふうにも考えたいの

です。 
 そもそも貿易赤字がなぜ生じたかといいま

すと、アメリカがすぐれた資本投資市場であ

ったからです。日本の投資家が、なぜ資金を

アメリカに投じて、国内へ投資しなかったの

か。それはアメリカの投資市場が非常に高い

収益率を提供していたからです。このように

アメリカは投資先として非常に魅力ある市場

だったわけです。 
 なぜか。それは、レーガン大統領の政策が、

アメリカ経済にブームを引き起こしたからで

す。政府支出を増額することによるブームで

はなく、減税とインフレ率の低減によるブー

ムが起こっていたからです。その結果として、

アメリカの資本市場が魅力のあるものになっ

たわけです。 
 アメリカの場合には、ダブル・エントリー・

ブッキングの会計をとっているわけですから、

「貿易赤字」に対をなす項目は何であるかと

いうことを考えれば、それは「資本の流入」

ということになるわけです。日本人が米国債

を買ったのは、将来、損をすると思ったから

では決してありません。もうかると思ったか

らお買いになったので、まさにそうなったわ

けです。そしてそれは、アメリカが未曾有の

経済的ブームを経験していたからなのです。 
 ヨーロッパの市場の方も、最近１、２年は

ともかく、その前８年間ぐらいは雇用も伸び

ず、所得も伸びずということで、景気は低迷

しておりました。従って、ヨーロッパも投資

先としてはよろしくなかった。ラテン・アメ

リカもまずい状況にあったわけです。日本の

国内をふり向けば、比較的繁栄はしておりま

したけれども、投資先としては決して好まし

いものではなかった。 
 ということで、アメリカは資本の流入先と

なったわけです。つまり、アメリカの資本勘

定が黒字を計上したということは、アメリカ

にとっては良かったことです。一般個人の貯

蓄で国内の資本投資をまかなう代わりに、海

外からの資本流入によって国内の投資活動を

高めることが出来たわけです。しかも世界に

対しては高い投資収益率を約束していたとい

うことで、これは世界にとっても良かったわ
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けです。 
 この結果、当初はドル人気が高まってドル

高が起こりました。しかし、これは常にある

ことなんですが、初めの段階でドル高が行き

過ぎました。世界がドル資産を、たとえば１

０％持ちたいと思っていたところを１５％に

上げたいと考えた場合、１５％まで達成して

しまえば、それを維持していくのは簡単なん

ですけれども、そこへ行き着くまでの段階で、

どうしても行き過ぎが出ます。その結果、ド

ル高の行き過ぎがありました。その後、高い

レベルを維持するのに必要な資本の額が減っ

てきたことに伴って、ドル安が起こったわけ

です。この最初のドル高も、またドル安の方

も、私は行き過ぎだと考えておりますので、

１年先には、ドルは現在より高くなると考え

ています。 
 このように世界中がアメリカに投資をした

がったのは、アメリカの経済政策が良かった

からであります。 
 日本の場合は、逆の意味での失敗をしてい

たと思います。日本が対外投資をするのは、

日本の力の表れないしは兆候だと、日本の方

は思っているかもしれませんが、私は、これ

は日本の弱さの表れだと考えています。包括

的な質問だったので、答が長くなってしまっ

て申しわけないのですが、あと１つ簡単にコ

メントさせていただきたいことがあります。 
 それではアメリカがこの８年間、１つの間

違いもしてこなかったのか、とおたずねにな

るかもしれません。それに対する答は「ノー」

です。国内政策は良かったのですが、対外的

な経済政策がまずかった。これは残念です。

レーガン大統領は自由貿易を主張しています

が、実際には保護主義的な政策がとられたと

いうことです。最初の失敗は、日本製自動車

輸入での自主規制です。これに続いて、連続

してこういった規制を対外貿易の面でかけて

しまう、というミステークが重なったわけで

す。それから、最近成立した通商法、これも

非常にまずいものだ、と私は考えています。

レーガン大統領が署名したのは残念でありま

す。フリー・トレーダーを唱えていながら、

実際面では保護主義を実践してきたというこ

とです。口にしていることでなく、実際のや

っていることをみますと、この面に関しては、

私は、アメリカの政策を弁護することは出来

ません。 
 
 林卓男（毎日出身） アメリカの貿易赤字

は、今後とも長期にわたって続くと、お考え

でしょうか？今後とも長期にわたって続くこ

とはアメリカにとって心配すべきことではな

いと、お考えになりますか？ 
 
 フリードマン 心配する必要はないと考え

ています。問題があるとすれば、それは数字

が存在するということなのです。数字が出て

こなければ、誰も心配する人はいなくなるは

ずです。カリフォルニア州は１００年の長き

にわたって、貿易赤字を出しておりますけれ

ども、誰も数字を幾らかということは数えて

くれませんので、これは問題化しておりませ

ん。為替レートがもし自由に市場に委ねられ

ていれば、つまり、連邦準備銀行とか日銀が

介入をしないで、市場の決定する為替レート

に委ねていけば、この貿易赤字の問題は自然

と解決するはずです。 
 さて、それでは実際どうなるかということ

をおたずねだとすれば、私の予想としては、

貿易赤字は減少していくと思います。ただ、

どうなるかということが重要なのではなくて、

重要なのは、市場が機能するようにしてやる

ということではないかと思います。 
 
 フルフォード（ナイト・リッダー） ２つ

うかがいたいと思います。お話の中にちょっ

と矛盾があったような感じがします。ドルが

安くなり過ぎた、というようなことをおっし

ゃいました。中央銀行は介入すべきではない、
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市場の判断に委ねるべきだともおっしゃいま

したけれども、ドルが非常に弱くなった時で

も、アメリカの赤字が削減することはなかっ

た。アメリカの赤字問題に関しては、相対的

な規模ではなく、絶対的な規模が問題視され

ているのではないかと思います。特にアメリ

カの貯蓄率の低さと比較した上での話なので

はないでしょうか？ 
 
 “ルーブル合意”はミステーク 

 

 フリードマン つまり、市場の責任だと言

われているようですけれども、市場への介入

のほうが問題になっていることなのです。ド

ルが下がったという問題に関しては、これは

そもそも各国の中央銀行が行った“ルーブル

合意”がミステークであったと考えます。為

替レートを人為的に高水準に維持しようとし

た。これが間違いだったわけです。そして、

８７年になって、アメリカの貿易赤字に対応

する資本の流入、その資金源といいますか、

そのおカネが中央銀行の介入による資金とい

うことになってしまった。 
 それまでの数字をみますと、中央銀行のそ

ういった資金が、貿易赤字に対応する資本の

流入を埋める意味で入ってきたことはなかっ

たわけです。８７年の初めに日本も西ドイツ

も、中央銀行が米ドルを買った。その額は１

０００億ドルにもなったわけです。これが間

違いであったと申し上げたいのです。これが

ために、必要であった調整が出来なかったと

いうことです。 
 私は、政府の介入は小さい問題を排除する

かわりに、大きな問題を惹起してしまうとつ

ねに考えています。今回の問題も、まさにそ

れが問題であったと思います。 
 質問の後半の部分は、赤字の絶対額が問題

ではないかということですが、それも、なぜ

問題なのか、私にはわかりません。結局、外

国あるいは外国人が、幾らアメリカに投資を

するつもりがあるのか、ということが問題な

のです。この１０年来、アメリカに魅力があ

ったから入ってきたのです。だからこそ資本

収支がああいうふうになってきたのであって、

もしドル資産を望まないということであれば、

投資をやめればいいわけです。それに伴って、

為替も適正水準にまで下がるでしょう。従っ

て、そのこと自体がまずいことだとは、私は

思っておりません。アメリカの貿易赤字は、

外国人からの投資にとって魅力ある市場を提

供してきた、ということを意味するのであり

ます。 
 しかし、もしアメリカの国内で貯蓄率が高

まっておれば、それはまた別問題だ、とおっ

しゃるかもしれません。もしアメリカで貯蓄

率が高まれば、それは金利の低下ということ

になりまして、結局アメリカの投資先として

の魅力が下がることになりますから。しかし、

貯蓄はアメリカ人がなすべき選択であります

から、これを押しつけることは出来ません。

国のレベルで決定を押しつけることは出来な

い。あくまで一戸一戸の家計が適正な貯蓄を

したい、また貯蓄が出来る水準というものを

考えて、実際に貯蓄をした結果、その総和が

アメリカの貯蓄ということになるわけです。

それはそれで、また問題はないと考えており

ます。それではアメリカはいつまでも高金利

を維持しなければならないのではないか、と

いう反論があるかもしれませんが、アメリカ

の経済が、高金利でも、高いおカネを使う余

裕があるのだからよろしいのではないでしょ

うか。アメリカ企業にとって、高い金利のお

カネを投資にふり向けるだけの、そういった

魅力ある投資先があるわけですから。そうで

なければ、アメリカの金利は自然に下がって

いくと思います。金利が下がれば、資金の流

入はなくなっていくと思いますので、それも

いわば市場がうまくやってくれるわけであり

ます。 
 “ルーブル合意”で、日本は米ドルを支え
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るために５０億ドルというおカネを投じたわ

けですが、その結果として、日本の納税者に

はどういう利益が生じたのでしょうか？ 
 
 西崎哲郎（共同出身） 先生のおっしゃる

ように、貿易の黒字、赤字は、通貨レートに

よって自然に調節されていくと思います。日

米間で、現在の競争力格差あるいはインフレ

格差が正当に解消していけば、つまり、より

円高ドル安になれば、ある時点でアメリカの

貿易赤字は解消すると思うんです。しかし、

そういう分かりきったことについて、なぜ各

国中央銀行が、先生のおっしゃるように、よ

り大きなロスを生むための介入をしようとす

るのか？ボルカーさんにしても、グリーンス

パンさんにしても、日銀の澄田さんにしても、

西ドイツのペールさんにしても、非常に頭の

いい方なんですが、なぜあえて介入されるの

か？つまり、介入しないと、レート調整が非

常に極端に行き過ぎて、これはまずいという

意味ではないか、あるいは何もしないと失業

する、という心配があるからなのか？ 
 ２番目に、民主党政権が出来た場合、デュ

カキスさんは歳出増を約束しているので、こ

れを実現するためにはいずれ増税ということ

になる。そうなると、教授のおっしゃったよ

うな、レーガンさんのおやりになった“良き

アメリカ経済”というのが、今度は非常に“悪

いアメリカ経済”になっていく、というふう

にみてよろしいのでしょうか。 
 
 デュカキス氏も増税はできまい 

 

 フリードマン ボルカー氏その他の中央銀

行の関係者が、ミステークを犯すということ

なのですけれども、それは常に彼らが｢介入志

向｣を持っているからであります。場合によっ

て、為替レートのほうを動かすことによって、

介入をしたいという志向をもっていたからで

す。アメリカの場合、例外的な時期が、レー

ガン政権のもとの８１年から８５年にあった

のです。この間、アメリカ政府は為替市場に

は全く手をつけない、手を出さない状態でし

た。しかし、その後べーカー財務長官が、“プ

ラザ合意”や“ルーブル合意”といった政府

間の交渉に携わる中で、再度連銀に対して「介

入を再開せよ」という指示を与えることにな

ったわけです。なぜかというのは長いお話に

なりますし、何も新しい話でもありません。

要は、われわれが市民として、そういったお

カネの無駄遣いをストップさせるよう努力す

るべきだ、ということではないかと思います。 

 後半の質問ですけれども、そもそもデュカ

キス候補が選出されるとは、私は思っており

ません。非常に仮定的な質問としてとり上げ

ざるを得ないのですが、デュカキス氏が選挙

演説中に何を言っても、たとえば支出を増額

することを言っても、これは出来るものでは

ありません。また、実際しなでありましょう。

アメリカ国民が高い税金を許さないからです。

増税・高税を論ずるということは、アメリカ

では政治的な自殺行為だということで、たと

えばモンデール氏などがそれを知らしめられ

ているところであります。デュカキス候補が

増税を口にしたからといって、これは出来る

ものではない。そもそも選出されるとは思い

ませんけれども、もし彼が大統領になったと

しても、私としては、彼が増税をして支出を

増やすことは出来ないと考えています。ただ

し同じ目標を達成するために、マサチューセ

ッツ州でやってきたように、民間企業にマン

デートを与えて命令するという形でやるとい

う、このほうがはるかにまずい手段なのです

けれども、そういう手段を取ることはあるか

もしれません。 

 

 外資は米国の富の虜になっている 

 

 トーソン（ＡＰ） アメリカが外資に頼り

過ぎだということはありませんでしょうか？
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もし外国からの投資が撤退するということに

なれば、それが市場を不安定化させるという

ことが可能性として考えられないでしょう

か？またアメリカ資産の外国人による保有が

高まり過ぎるということに対して、社会的あ

るいは政治的な反発も考えられるのではない

でしょうか？ 

 

 フリードマン 外国投資に頼り過ぎている

ということはあり得ない。それは不可能であ

ると考えています。逆に外資のほうが、いわ

ばアメリカの富のトリコになっているという

ことではないでしょうか。マスメディアの

人々は間違った考え方をお持ちのようです。

つまり、対米投資をする外資が、アメリカを

いわばトリコにしてしまっている、人質にし

ているということを言うのですが、これはま

さに逆です。 

 投資家がアメリカから手を引こうとするか

もしれない、とおっしゃいましたけれど、そ

れはどういうことを意味するだろうか。トヨ

タはアメリカに工場を設けておりますけれど

も、そこから資金を持ち帰りたいといっても、

別にトラックに載せて、船に載せておカネを

持っていけるわけでもありません。何らかの

形で工場を売却しなければならない。その場

合、誰が買うのか。結局、売れる値段で、多

分アメリカ人が安く買うということになると

思うのです。そして売却の代償として得たド

ルを、円に交換しなければなりませんけれど

も、それもまた市場で調達するということに

なると思います。この場合、リスクを負って

いるのはトヨタ社であって、アメリカではな

いのです。 

 西ドイツとか日本は、第２次大戦前の対米

投資に関しましては、結局、政府に没収され

るという経験をしたわけです。しかし、いま

外国がアメリカに投資をしているのは、それ

はアメリカに信頼を置いているからです。ア

メリカに投資をすればフェアで、無差別の待

遇を受ける、没収されることはないと考えて

いるからでありましょう。また、私としては

没収といったことはすべきではない、と考え

ております。 

 ですから、投資が行き過ぎではないかとお

っしゃいましたけれども、これはアメリカ人

にとって何ら心配することではありません。

また外国人にとりましても、アメリカの方が

他よりも良い条件を掲示しているということ

ですから、唯一の投資の術であるともいえる

わけです。もっともっと投資を歓迎したいと

思います。 

 さて、それでは、流入する投資が今後も増

え続けるかということでありますが、それは、

必ずしもそうは思いません。世界の他の国々

が、アメリカがこれまでやってきたやり方を

真似して、減税をし、市場を自由化し、規制

を緩和し、国内により良い投資機会をつくっ

ていくと思うからです。アメリカが世界で最

も富める国であるのに、貧しい国々の貯蓄を

アメリカに引きつけてしまっているというの

は不条理ではないか、とお考えになるかもし

れませんが、結局、貧しい国々が国内の運営

をしっかりやっていない、いい仕事をしてい

ないということが問題なのです。アルゼンチ

ンにしましても、ブラジルにしましても、国

内に、アメリカに比べて有利な投資市場がな

いということは非常に残念なことであり、悲

劇であります。しかし、その悲劇は、われわ

れの責任ではありません。アメリカが進歩的

で、生産的な社会を誇っているというのは、

アメリカの努力と英知の結果です。それは不

効率で規制で縛られた社会を持っている国々

の責任です。対米投資をよく考えてみますと、

結局、自国に信頼を持ち得ない人々がアメリ

カに目を向けている、ということなのではな

いでしょうか。 

 もちろん、日本の場合は、これとは話が違

います。日本の場合には、規制の度合いが強

く、税金が高い。それで、国内の投資市場が
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あまり魅力がなかった。そのことが原因なの

でして、ブラジルとかアルゼンチンのように、

まずい政策をフォローしていたということで

はありません。私、日本の政策については、

いろいろ批判したいことがあります。しかし、

この点に関しては日本の政策は、少なくとも

ブラジルやアルゼンチンといった国々に比べ

れば、理性的であったと思っています。 

 

（通訳 土井真一  文責・編集部）

 

 

 

 


