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1．2009年は歴史の転換点となるのか？

激動の 2009 年も終盤を迎えた。

2009 年はアメリカ、いや世界にとって、歴史

に残る 1年になるだろう。

アメリカ史上初の黒人大統領が誕生した。

“Change（変革）”をスローガンに彗星のごとく

登場したバラク・オバマがその人である。

前年 9月のリーマン・ショックに端を発する金

融危機が、“100 年に一度”と言われる未曾有の

世界大不況に発展した。メキシコからアメリカ、

そしてあっという間に世界中に広まった新型イン

フルエンザの猛威。これらは、政治・経済・金融

の分野で世界をリードしてきたアメリカの権威を

著しく失墜させたのみならず、テロに続き新型ウ

イルスに対してもアメリカの脆さを国内外に示す

こととなった。

当社（東レ）で｢アメリカ地区全般統括兼代表｣

という立場にある筆者としては、7 月に東京で開

かれた｢国際会議｣（本社トップに加え、世界各地

の代表者が一同に会する会議）でのプレゼンテー

ションの冒頭、｢アメリカ発の金融危機、新型イ

ンフルエンザで、ここにお集まりの皆様に大変ご

迷惑をお掛けしたことをお詫びします｣と冗談と

も言えないジョークを述べざるを得なかった。

経済不況については底入れの兆しが見え始めて

いるものの、本格的景気回復にはまだ時間がかか

るだろうというのが大方の見方であり、雇用情勢

改善のめどが立たない状況下で、アメリカの個人

消費が世界の景気回復を牽引するのを期待するに

は無理があろう。

軍事面で、イラクからの撤退・治安悪化に加え

アフガニスタン増派で泥沼化が進み、経済面で、

中国、インド、ブラジル、インドネシアなどの経

済が回復する中アメリカの景気低迷が長期化する

ようだと、世界のリーダーたるアメリカの地位が

失われかねず、後日振り返ったとき、2009 年が

歴史の転換点だった、と人々が認識することにな

るかも知れない。

2009年アメリカ点描
―バブルの行く末とニューヨークのお金持ちの群像―

東レ（株）アメリカ地区全般統括・代表兼東レアメリカ社長

村上 洋（むらかみひろし）
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（ロードアイランド州）経理部長、1998 年東レコンポジットアメリカ（シアト
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Point
1 2009 年のアメリカは、オバマ政権誕生、未曾有の大不況、新型インフルエンザの猛威、と激動

の一年となった。ウオール街の高額ボーナス問題もその1つである。
2 景気底入れの兆しはあるものの雇用情勢改善の目処がたたない。そうした状況下でも、ニューヨー

クのお金持ちは健在である。
3 今年4月に生まれ変わったヤンキースタジアムはまさに“バブルの象徴”であると同時に“バブルの

遺産”でもある。ニューヨークのお金持ちの群像とその生活ぶりを庶民の目線でスケッチして見た。
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2．バブルの象徴－新ヤンキースタジアム

2009 年はもう一つ、ここニューヨークにとっ

て歴史に残る出来事があった。1923 年から 85 年

間にわたりニューヨーカーに愛されてきた旧ヤン

キースタジアムが新しく生まれ変わったのであ

る。

忘れもしないあの 9・ 11 のあった 2001 年、当

時のニューヨーク市長ルドルフ・ジュリアーニと

ヤンキース球団との間で、老朽化の進んだスタジ

アムの隣接地に新球場を建設することが合意され

た。翌 2002 年にマイケル・ブルームバーグが新

市長になり、いったん計画が凍結されたものの、

改めて建設が決まり、ベーブルースの 58 回忌に

あたる 2006 年 8 月 16 日に起工式が行われ、本年

4 月 16 日、新しいヤンキース本拠地としての新

スタジアムが華やかに柿落としされた。そして実

は、住宅バブル崩壊・金融危機を挟んで起工／完

成したこの新スタジアムこそが“バブルの象徴”

“バブルの遺産”でもあったのである。

総工費約 15 億ドル（1,500 億円、同じく 2009

年に柿落としされたメッツの新球場が約 800 億円

というから如何に豪勢かが分かるだろう）を回収

するために、収容観客数を旧スタジアム比 8％減

の 5 万 2,000 人に減らす代わりに、座席幅を拡げ

ゆったりさせ付加価値を上げるとともに、パー

ティにも使えるスイートルームを 19 室から 56 室

に増やした。スイートの年間使用料は 60 ～ 85 万

ドル（6,000 ～ 8,500 万円、勿論当日の飲食代は

別）、また、グランドに近い高価格座席ゾーンを

大幅に増やした結果、平均入場料は 73 ドルと旧

スタジアムのときに比べ 8割高くなった。

筆者もスイートルーム内覧会に招待され物見遊

山で出掛けて行ったが、当社のような貧乏会社

（？）にまで声を掛けると言うことはさすがに完

売には苦労しているな、との印象を持った。また、

バブリーなアメリカ人の弁護士に招かれて行った

ヤンキースベンチのすぐ上に位置するプレミア

シート（チケット上の額面は 750 ドルだった）は、

座り心地が良い上に、付属レストランでの無料

バッフェ付き、座席に着くとやって来て名前を名

乗りにこやかにお世話をしてくれる女性に注文す

れば、マンハッタンの有名イタリアレストラン

「Fresco」のパスタやデザートのアイスクリーム

が食べ放題、という仕組みになっていた。

周りを見渡すと、やはり空席が目立つ中、弁護

士か実業家らしき人たちが同僚や家族と来ていて

散々食い散らかして、（試合経過にもよるのだろ

うが）5 回の裏が終わるとさっさと帰っていく姿

も見られた。

まさにバブルの象徴とも言える新ヤンキース

タジアムであり、バブルが崩壊した今、「経営は

本当に大丈夫だろうか？」と心配してしまうの

だが、ジャーナリストの李啓充氏は Goo スポー

ツの MLB コラム『ヤンキース「大盤振る舞い」

の大丈夫』の中で何故大丈夫なのかの経済的根

拠について説明している（興味のある方は、

ht t p : / / s po r t s . g oo . n e . j p /b a s eb a l l /m l b/

co l umn/20090106 - 1 - 1 . h tm l  ご参照）。

参考までに、図表 1 に新旧スタジアムの比較

データをまとめた。

3．ウォール街の高額ボーナス問題

公的資金で救済された保険大手 AIG が幹部社

員に多額のボーナスを支給することが社会問題

となったが、議会証言をしたリデイ AIG 会長兼

CEOが、「優秀な社員を確保するにはこの程度の

ボーナスを出すことが不可欠」という趣旨の発

言をし、アメリカ国民のみならず「庶民の味方」

として登場したオバマ大統領をして激怒させた。

7 月末にニューヨーク州のクオモ司法長官が

TARP（Troubled Asset Relief Program）による公

的資金救済を受けている 9 の金融機関に対し

行った調査結果を発表したが、それによるとこ

2009年アメリカ点描
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れらの経営者及び従業員のうち少なくとも 4,793

人が 100 万ドル（1 億円）以上のボーナスを受け

取っていることが分かった。対象者約 128 万人

の 0.37 ％に相当するが、これをわずか 0.37 ％と

捉えるか、270 人に 1 人が（日本流に言えば）億

万長者になれると捉えるか、と言えば、やはり

後者だろう（しかもこの数値には、ベースサラ

リーが含まれていないことを考慮すれば尚更で

ある）。

参考までに、約 32 万人の従業員を有する

Citigroup の 2008 年ボーナス支給実績について、

図表 2に示した。

2009 年 9 月 11 日付週間ビジネスニュースがロ

イター配信記事として伝えるところによると、

リーマン・ブラザーズ元会長のリチャード・ファ

ルド氏は、リーマン株の下落で 10 億ドルの損失

を被ったが、現在でもコネチカット州グリニッチ

の邸宅を含め最低 4 つの不動産を有しており、8

月にもニューヨークのパークアベニューのマン

ションを 2,587 万ドルで売却し数百万ドルの転売

益を得た、とされる。

表舞台から姿は消しても、金持ちは金持ち、今

でも健在と言うべきだろうか？

4．お金持ちも決して楽ではない？！

冒頭のヤンキースタジアムの話題の中でも明ら

かになったように、アメリカ、特にニューヨーク

の金持ち（といっても一握りの人たちでなくゴロ

マネジメント／トピックス

売店の数 

座席総数 

座席幅 

前の座席との距離 

ホームベースから 
バックネットまでの距離 

スイートルームの数 

トイレの数 

新スタジアム 

52,325（立見席込み） 

19～24インチ 

33～39インチ 

52フィート4インチ 

56

観客60人に1つ 

観客172人に1つ 

旧スタジアム 

56,886

18～22インチ 

29.5インチ 

72フィート4インチ 

19

観客89人に1つ 

観客260人に1つ 

図表 1 新旧ヤンキースタジアム比較データ

出所：ヤンキースホームページなどから作成

　　　　　以上計 

0.36%

1. 基礎データ 

（1）　2008年赤字額 

（2）　2008年ボーナス支給総額 
　　　　　　（現金以外も含む） 
（3）　Citigroup対象者数 
　　　　　　（経営陣を含む） 

277億ドル（2兆7,700億円） 

53.3億ドル（5,330億円） 

322,800人   　  

2. ＄１M（１億円）以上の支給を受けた人の内訳 

（1）　＄10M以上　 

（2）　＄  8M以上  ＄１０M未満　 

（3）　＄  5M以上  ＄  8M未満　 

（4）　＄  4M以上  ＄  5M未満　 

（5）　＄  3M以上  ＄  4M未満　 

（6）　＄  2M以上  ＄  3M未満　 

（7）　＄  1M以上  ＄  2M未満 

3人 

13人 

44人 

69人 

124人 

176人 

738人 

1,167人 

（対象者に占める割合） 

図表 2 Citigroup の 2008 年ボーナス支給額

注： 2009 年 7月 30 日、ニューヨーク州クオモ司法長官が公表
出所： 2009 年 7月 30 日付Wall Street Journal 記事から作成
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ゴロしているのがニューヨークの特徴）は桁違い

で、不況にもかかわらず超高級コンドミニアムの

価格はそう下がらないし、一流レストランは毎晩

盛況である。われわれ庶民からみれば何ともうら

やましい限りではあるが、当の本人たちからすれ

ば必ずしもそうでもないらしい。一度上げた生活

レベルを下げるのはそう簡単でもない、というの

がその理由である。

2009 年 2 月 8 日付ニューヨークタイムス紙に

極めて興味深い記事があったので紹介する。題し

て“ニューヨーク市内に年収 50 万ドル（5,000 万

円）で生活してみたら…”（Trying to Live on

500K  in New York City）

まず年収 50 万ドルから、連邦所得税、医療保

険、州税、NY 市税、社会保険税を差し引いた手

取りは約 29 万ドル。セントラルパーク近くのコ

ンドミニアムを 150 万ドル（1 億 5,000 万円、決

して超高級の部類には入らない）で購入したと仮

定すると、毎月のローン返済が 8,000 ドル、管理

維持コストがやはり 8,000 ドル、これで年 19 万 2，

000 ドルとなる。家政婦を雇い（年 4 万 5,000 ド

ル）、子供 2 人を近くのプライベートスクールに

入れる（年 6 万 4,000 ドル）と計 30 万ドルで、

生活費を捻出する前にこれだけで家計は赤字、と

いう計算になる。

これに図表 3に示したようにこの地域の生活レ

ベルにあった必要経費を加えると 79 万ドルとな

り、この手取りを確保するグロス年収はなんと

160 万ドル（1 億 6,000 万円）というのが、この

記事を書いたジャーナリストの試算結果（結論？）

であった。

少々誇張も入った記事の内容とは思うが、一つ

一つの費用項目については、私の周りにいる

snobbish なアメリカ人を見るにつけ、まんざら

誇張とも言えない気もするから不思議である。

5．終わりに　～アメリカにおける中流家庭

世界中の人が長引く不況で喘ぐ中、バブリーな

話題ばかりを取り上げてきたが、最後に、アメリ

カ国民の大半を占める「中流家庭」の人たちとい

うのはどういう階層のことを言うのか、若干触れ

ておきたい。

2009年アメリカ点描

費用項目 補足説明 
96,000
96,000
64,000

家政婦 45,000
301,000

75,000

ガレージ代 8,400
奥さんの社交費用 35,000

子供のための家庭教師 7,500

15,000

348,100

790,000

金額（ドル） 
コンドミニアム　ローン返済 

管理コスト（含メンテ） 
子供2人の私立学校経費 

以上小計（本文で引用した項目） 

お抱え運転手 

食品・日用品 
（その他） 
外食 
ペット 
サマーキャンプ 
ジム・トレーナー 
寄付・慈善活動、　などなど 

運転手が身の安全確保のため、銃が欲しいと言い出した 
場合、ガードマン費用として更に＄50，000追加。 

1年間の生活費合計 

最低、年3着のパーティードレス購入が必須。 
家庭教師をつけないと、まず入学できないし、入学後ついて 
いくために必要。 

近くのスーパーでのお買い物程度。 

かなり乱暴な見積もりだが、あり得るかもしれない。 

※夫婦、子供2人の家庭のケース（セントラルパークサイドのコンドミニアム在住） 

 

図表 3 ニューヨークのお金持ちの生活費試算

出所： 2009 年 2月 8日付 NYタイムス記事から作成
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オバマ大統領は、1 月の大統領就任から間もな

い 2 月 24 日、議会の上下院合同会議で「責任の

新時代」“A New Era of Responsibility”と題する

演説を行い、「最も裕福なアメリカ人 2 ％に対す

る税控除を減らす一方で、年収 25 万ドル未満の

家庭に対しては増税を行わない」ことを強調した。

大統領選挙期間中の公約として掲げた「年収 20

万ドル以下の所帯に対する減税」と金額面での手

直しはあるものの、それを踏まえた内容だった。

その後、様々な景気刺激策や金融機関・ビッグス

リーに対する支援などで財政が圧迫され増税の可

能性にも言及するようになっている中で、「中流

家庭＝中産階級」に対する「増税しない」との方

針は変わっていない。

それにしても「中流家庭」の目安上限が何故年

収 25 万ドル（2，500 万円）なのか？（これも日本

流に言えば少し高いように思えるのだが・・）

図表 4 に米商務省センサス局（U.S. Census

Bureau）による 2006 年平均世帯所得を 5 分位で

示した。

このデータは、アメリカ全体の総所帯数 1億 1，

600 所帯を所得別に 5 つの段階に分け、それぞれ

のクラスにおける平均所得額と、中間層にあたる

第 3五分位に対する百分率を示している。これに

よると、中間層（上から 40 ～ 60 ％に属するクラ

ス）の 1世帯平均所得が 48,561 ドル（486 万円）、

上から 5 ％に属する層で 289,446 ドル（2,894 万

円）となっている。

ちなみに連邦議会議員の年俸は上下院を問わず

17 万 4,000 ドル（2009 年）、オバマ政権の閣僚

（各省庁の長官クラス）で 19 万 1,300 ドルという

から、オバマ分類によれば、皆｢中流階級｣に属す

ことになる。

また、1世帯平均所得が中間層で 48,561 ドルと

言ったが全体の平均は 66,570 ドル、上位 5 ％で

289,446 ドルと言ったが、このうち実際に年収が

25 万ドルを超える人は約 2 ％で、この平均を取

ると実に 448,687 ドルになる（前述ジェトロ・

ニューヨーク・センターレポートによる）。

ごく一部の大金持ちが平均所得を引き上げてい

るというこれらデータの重みを知ることで、本項

冒頭でオバマ大統領の演説を引用したように、彼

が｢もっとも裕福なアメリカ人 2％｣のみを｢増税｣

の対象にした、と言うことの意味が理解できるよ

うな気がする。

一方、2009 年 8 月 6 日付ロイター電によると、

同年 5 月にアメリカで生活保護（フードスタン

プ＝食料切符）を受けた人が 3,400 万人を超えた。

おそらく先の五分位でいえば第 1五分位に相当す

るのだろう。以上を踏まえてあえて言うとすれば、

この国は 2 ％の超富裕層と 20 ％の貧困層、そし

て 78 ％の中間層からなっているということか？

｢庶民の味方｣として登場したオバマ政権も、医

療保険制度見直しや労働組合政策、CO2 削減を目

指す地球環境政策等々、アメリカ国民の 78 ％を

占めながら、様々な権益や利害関係を有する中間

層の狭間で苦労が絶えない。

2010 年、超大国アメリカはどうなっているの

か、｢2009 年がアメリカの歴史における転換点

だった｣と語られることになるのだろうか？
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平均所得 

（単位：ドル、％） 

第1五分位 
第2五分位 
第3五分位 
第4五分位 
第5五分位 
上位5％ 

11,128 
29,050 
48,561 
75,257 
163,446 
289,446

22.9 
59.8 
100.0 
155.0 
337.0 
596.0

第3分位に対する割合 

図表 4 2006 年センサス（公正調査）による
5分位別平均所得

出所：2009年 3月 16日付ジェトロ・ニューヨーク・センターレポート




