「ケインズ小革命」

三

辺

誠

夫

(滋賀大学助教授)
(I)

ヶィンズのト般理論」(1b現われて、間もなく40年になる。よく知
られているように、経済学の分野(但し、この場合は、いわゆる「近
代経済学」とよばれているものに限らせていただきたい。)で、これほ
ど、ケインズがその文献のなかで、 (本当は)なにを云ったのか多く
の経済学者によって、研究された書物は少かろう。その結果、ケイン
ズの̲「一般理論」について、今日なにかをのぺることは、たとえば「理
論経済学者12)を自認するひとにとっては、なんとなく歯切れの悪い言
訳をせねばならない状態である。一方、 「一般理論」に対する評価は、
いわゆる「ケインズ革命」3)iり、 「理論的ナンセンスJ41まで、様々で
ある。いずれにせよ、ケインズについて、今日なにかを語るためには、

(1) J. M. Keynes, The General Theory of Employment Interest
and Money, MacMillan and Co. Ltd. 1936.
(2)この国では、 「理論経済学者」という言葉は、つい最近まで(ニク
ソン‑アラブ・ショックまで、あるいは、 Big‑business pull, MITI
push inflationまで)なんとなく心地よい響きをもっていた。しかし、
米国では、 "Theoretical economists〝というのは、キャンパスでは
'an egghead" ( 「分らず屋」ぐらいの意味か)と思われ、一般市民
には、 「冗談」だと考えられている。
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それなりの理由と、独自性が要請されることは、無論であろう。
一般に、ケインズが「一般理論」を発表した以来、ケインズ自身が、
それ以前の「古典学派」と比較して自身の独自性を強く主張し、かつ
L・R

クラインが「ケインズ革命」と名ずけたものに対する強力な

抵抗が存在している。つまり、この流れが主張するところは、 「ケイ
ンズ革命」とか「金利生活者の安楽死」といった言葉が与えるような
印象を否定し、ケインズも広い意味で古典学派のひとりに属すること
を強調することである。この試みは、 「一般理論」の出版の翌年から
いち早く、 J.R.ヒックスによって開始されている(5)
ヒックスのケインズ解釈によれば、ケインズ革命の核心は、 ‑般均
衡論体系における貨幣の需給関数についての見解の相違が、一般理論
をそれ以前の経済学としゅん別することになる(6)っま・)、貨幣に対す

(3) L. R. Klein, The Iもynesian Revolution, the MacMillan
Company, New York, 1947.
(4)

R.

W.

Clower,

"The

Keynesian

Counter‑revolution〝in

The Theory of Interest Rates, the proceedings of an Internatio‑
nal Economic Association Conference of Royaamont, France,
1962, edited dy F. H. Hahn and F. P. R. Brechling. London,
1965, pp, 103‑25.
(5)

J.

R.

Hicks,

"Mr.

Keynes

and

the

"Classicsや;

A

Suggested

Interpretation" , Econometrica,vol. 5 (April, 1937) , 147‑159.
Also cf., J. R. Hicks, Value and Capital, 2nd edition, Oxford '.
Clarendon Press, 1946.
(6) S. Minabe, "A Note on Post‑ Keynesian Monetary Theory" ,
the American Economist, Fall 1971. 38‑42.
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る需要関数を、なんらかの形で貨幣数量説に結びつけて考えるか、あ
るいは、流動性撰好関数としてとらえるかの違い、さらに煮つめて考
えれば、貨幣(いうまでもないが、ここでの貨幣は、 "fiat money"
のことであって、金とかそれにかわるものではない。)の果す機能を、
流通手段が支配的に重要であるとみるか、資産ポートフォリオの‑項
目としてみるかということに帰着する。一方、その後の貨幣論の展開
によって、貨幣は、インフレーションが存在しない状態の下でも資産
の一項目としての重要性はきわめて乏しいことが明らかにされてきた'7)
もし、一般均衡体系における、ケインズ革命の核心点が、ヒックスの
指摘するように、貨幣の機能の違いに存在するとすれば、その後の貨
幣論の展開は、ケインズ革命を非存在とするまでにはいかないまでも、
それを貴小化するのには成功していよう。つまり、この議論によれば、
ケインズは、彼自身の主張にもかかわらず、マ‑シャルとかピグーと
となり会っているし、ケインズ革命は、ケインズ小革命となろう。ケ
インズは、理論的にナンセンスとまでいかずとも、実際にはトリビア
ルということになる(8)

(7) 、A. Marshall, Commerce and Credit, London, 1920, 43‑50, 282
‑84. A. C. Pigou, uThe Value of Money', Quarterly Journal
of Economics, XXXII (1917‑18) , as reprinted in Readings in
Monetory Theory, ed F. A. Lutz and L. W. Mints, Philadelphia,
1951. 162‑83. I. Fisher, The Purchasing Power of Money, N.Y.
1911 (rev. ed. 1931) , esp. Chap. 4, 5. D. Robertson, "Money",
rev. ed. London, 1948, chapt. 2. J. R. Hicks, "A Suggestion
for Simplifing the Theoy of Money , Economics II (1935) , as
reprinted in Readengs in Monetary Theory, ed, F. A. Lutz and
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L. W. Mints, Philadelphia, 1951, 13‑32. M. Friedman (ed.) ,
Studies in the Quantity Theory of Money, ch. I, "The Quantity
Theoy of Money‑A Restatement. Chic喝0, 1856, 3 ‑21. W.
Bunmol, "The Transactions Demand for Cash.' An Inventory
Theoretical Approach , Quarterly Journal of Economics, LXVI
(1952) , 545‑56, J. Tobin, "The Interest Elasticity of
Transaction Demand for Cash, 'Review pf Economics and Sta‑
tistics, XXXVI (1956) , 241‑47. J. M. Keynes, op. cit. Chap. 13.
J. Tobin, "Liquidity Preference as Behavior Toward Risk,'
Review of Economic Studies, XXV (1958) , 65‑86. N. Kaldor,
≠Speculation

Studies,

Oct.

and

Economic

1939.

S.

C.

Stability

Tsiang,

≠A

,

Review

Note

on

of

Economic

Speculation

and

Economic Stability', Economica, 1943, 286‑96.
(8) 1965年のJ. Tobin

の秀れた静文( "Money and Economic Growth

Econometrica, Oct. 1965)以降、とくに米国において、新古典派モ
デルに、ケインズ的流動性揮好関数を導入することが流行した。しか
し、 1970年に入って、その種の憩論は、彼地では行われなくなった。
その根本的理由は、貨幣が資産としては柾めて乏しい性格をもってい
るからに他ならない.つまり、貨幣を資産として保有するためには、
現実には、機会費用がかかり、さらにインフレションの下では、トラ
ンプのパパのように現金を手ばなす方がよい。
しかるに、わが国ではなお、貨幣を資産とする動学を論ずる人がか
なりいる。ただ、分析用具がエスカレートするのみである。そろそろ、
われわれも、どこかに兎をかくし持たなければ、どんな手品師でも、
帽子からそれを取出せないことを載った方がよかろう。

‑172‑

l

「ケイシズ小革命」

それはともかく、 IS‑LM曲線で知られるこのヒックスの分析は、
ケインズ経済学解釈としてひとつの定説をなしている。たしかに、こ
,の分析用具は、ケインズ体系を理解するうえに大いに役立っている。
よく知られているように、ヒックスの接近は、 40年代の後半にかけて
のヒックス・パテンキン論争によって、アングロアメリカンに広く知
られ、かつ分析の簡潔さのために、 IS‑LM曲線を採用する。マク
ロ経済学テキスト・ブックは、数知らない数にのぼろう。 IS‑LM
曲線は、比較的数少い巨視的分析の共有財産をなしている。注目すべ
きことは、いわゆる、左異ケインズイアンと呼ばれている、 A. H.
‑ンセン、 L. R.クライン等もIS‑LM曲線分析ないし、 「一般理
論」を一般均衡理論の光の下で分析する手法を受入れている。むろん、
若干のタイム・ラグを伴って、わが国のケインズ革命の理解のしかた
も、大体その線に沿っていると思うC

(II)

貴近、一般に受入れられてきた、一般均衡論の構造の光の下で
「一般理論」を理解すること、あるいは、一般均衡論の「応用経済学」
としての「一般理論」に対して、重要な疑問が提出されている。ケイ
ンズのいわゆる不完全雇用均衡が、ワルラス・パレート型の一般均衡
ないし、ひとつのパレート・貴通の状態を表わし得ないことは直感的
に理解しうる。少くとも、 (存在するとすれば、 )失業している労働
者は自己の効用水準を最大にしているはずはない。労働市場が恵与的
であれば、貨幣貸銀が下落する傾向にあり、 (道徳的価値判断を除け
ば) 賃銀は生存水準以下に落ちうるかも知れず、不完全雇用均衡は、
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理論上不安定的となろう。
貴近、ケインズの経済学について、 A.アシュマコプロス(A. Ashi‑
makopulos)'9如、主としてD・パテンキンの貢献08)に関連して注目す
べき発音を有っている。彼によれば、ケインズのモデルは、因果モデ
ルの一例であり、それは特定の時点における特定の状況を取扱ってい
る.ケインズ・モデルは、当該経済の技術条件、その他問題となる状
況が与えられた場合に、 (例えば、その経済に付属する個人の期待が
与えられたときに)次になにがおこるかということを調べている.。そ
の結果は,完全雇用ではなく、期待はみたされず、その結果が将来の期
間の行動に影響を及ぼす。パテンキン・モデルは、これに反して、均
衡モデルである。つまり均衡点に、注意が払われており、分析されて
いる点がもし不均衡点であるならば、均衡点に体系を向せるような諸
力が働いているように仮定されている(ll)っまり、ケインズとパテイン
キンの世界は、まったく異った二つの世界を表わしている。
さらに、アシュマコプロスは、均衡という用語は経済学の文献におい
て、二つの意味をもっていると論じている。つまり、均衡は、一般均
衡を表わすか、あるいは部分的な意味にも用いられ、その区別はモデル
に含まれているすべての変数と市場に関する均衡に関するものである
か、あるいは唯一の変数および市場に関するものであるかに依存する。

(9) A. Ashimakopulos, "Keynes, P且tinkin, Historical Time, and

Equilibrium Analysis, The Canadian Journal of Economics, YF,
no. 2, May, 1973, 179‑188.
D. Patinkin, Money, Interest and Prices, second edition, Harper
& Row, New York, 1965.

01) A.A軸makopulos, op. cit. p. 179.
‑174‑

「ケインズ小革命」

均衡は、単に休止点(a positionof rest)を表わすことがあるO
すなわち、パラメータの値が所与ならば、問題の諸変数が変化する傾
向がないということである。この定義による均衡が部分的な意味で相
いられるならば、体系中のパラメーターが所与の場合に、変数が不変
に止まろうとする傾向は、全体系の諸変数中の若干のあるいは.唯一
の変数についてのみ妥当するのである.ケインズは、 「一般理容」Jこ
おいて、均衡を̀このような部分的な意味で用いたのである.ケインズ
が特に関心をもったのは、総雇用量である、かつ論じられる可能的均
衡点は、現存する実質賃表IA下で、雇用量が労働の供給を下まわるよ
うな均衡点のことである。これらのことが、上の定義による均衡点で
ある。すなわち、体系の諸パラメーターを所与として. (消費性向'
資本の限界効率および利子率は一定として) 、雇用水準が変化する傾
向は存在しない。それは必ずしも他の諸変数に対する均療点ではない.
例えば、貨幣賃銀率および一般物価水準は、ケィ.ンズ・モデルにおい
て非自発的失業が存在する場合下方に向う傾向にあってもよい。
均衡は、しかし、たんに休止ということ以上のものを表わすことが
ある。つまり、それは各人が、所与の条件の下で、自己が撰択した位
置にあることを意味する。より、詳しくは、問題の個々の主体が、特
定の時点において、すべての市場変数についての完全知識を与えられ
た場合に、明示された時点で一定のパラメ‑タ‑の値に関して、彼等
が行をうとする取引の全部を行うということを意味する。この定義が、

(12)後にのべるように、ケインズ体系においては実質貸銀は、労働市場
によって決定されない。それは賃銀財産業の規模によって決定される。
したがってこの点は、アシュマコプロス誤解であろう。 (現存する労
働市場ないし、労働者階級に認知される貸銀水準は貨幣貸銀であろう.)
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パテインキンによって与えられているものである。パテンキンは、均
衡とは、lすべての経済単位がそれぞれの需給曲線上にあることを意味
する、なぜならば、そのときにかぎり、彼等はすべてや自発的に行動
しているクといいうるからであるとのべている。さらにまた、経済が、
一般均衡の状態にないかぎり一定の経済において、個人がすべて同時
に自発的に行動しているということは、ありえない。というのは、定
義により、かかる状態においてのみ、当該経済のすべての需給国数が
同時に満されるからである。パテインキンも、均衡という用語を休止
の点という意味で用いている、しかし、ケインズとは臭って、 ‑変数
ではなく、全体系の休止を意味している。均衡は、体系において、な
にものも変化する傾向がないことを意味し、パテインキンにとっては、
(ケインズにとってではないが)非自発的失業と、伸縮的貨幣賃銀が
共有することは、均衡の存在を排除するものであが.a
以上のアシュマコケロスの議論は、ケインズの雇用理論を正当に評価
するうえで、きわめて有益な手掛りを与えてくれる。ここでは、辞し
い引用をしなかったが、さらに、アシュマコプロスは.パテンキン・モ
デルカ㌔歴史的時間を含まないモデルであることも指摘している.彼
のこの主張は、経済分析土、また、政策論上重要な示唆をもつものである。
第一に、一般によく行われることであるが、記述的な議論を定式化す
ることが、そのさいその逆つまり数式化されたものの経済的意味を理
解する場合よりも、より困灘で、かなり決定的な部分が失われること
があるというごとである。多くの数理経済学者は、その点を認めるこ
とを拒否したいであろうか、例えばn次現ユークリッド空間(一般に
ワルラス流の均衡理革が定義される)は完全に歴史的時間のデイメン

Ashimakopulos, op. cit. 184‑5.
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ジョンを欠いている。したがって、ケインズの歴史的背景をふまえた
上での議論を、何らかの形での一般均衡方程式体系に移した場合、そ
れはも早やケインズの体系ではない。これらのことは、あく迄も、い
わゆる理論経済学者がけんきょに認識すべきところであることは言を
待たか、。このことは、 I′S‑LM型の一般均衡図式であろうとパテ
ンキン型のモデルであろうと逃れることのできない欠点であろう。第
二の重要な洩轡ま、ケインズのト般理論」がいわゆる一般均衡理論
ではないということである。本稿の目的からして、詳論は避けたいが,
とくに現実的有意性からみて、ワルラス・パレート型の一般均衡論は
鹿めて無力である。よく知られているように、いわゆるパレート・オ
プティマムは現存する分配構造を予定するし、利害を異にする個人が、
短く少人数集会しただけで、均衡解が存在ILなくなる恐れが十分存衣
している.したがって、現実の政策決定には、ケインズがト般理論」
でとったような部分均衡的分析を行う必要が将来重要性を増すよう
に思う。ただし、ここでの部分均衡という意味は、あらゆるceteris
をparibusとすることでは、むろんない。第三に、第こ点との関連で、
政策決定にあたって、パレート・オプティマムを追求していたのでは、
時間的に間に合わない場合が多L ao経済の局面では＼問題点が政府当

M. Friedman, Essays in Positive Economics, pp. 117‑132;also,
"The Lag in Effect of Monetary Policy", Jonrnち1 of Pol・itical
Economy, Oct. 1961, 447‑66. J. M. Culbertson, "Friedman on
the Lag in Effect of Monetary Policy , Jonrnal of Political
Economy,

December

1960,

617‑21.

Culbertson,叫The

Lag

in

Effect of Monetary Policy , Jonrnal of Political Economy,
Oct. 1961 467‑77.
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局によって認識されるまでに、すでに被害をこうむるグループは、か
なりの期間影響を蒙っている場合が多い。̲政府の政策行動には、認識、
政策決定および実務の効果の間に三つのタイムラグが生じがちである
ことはよく知られていることであろう。とくに、わが国のように、か
っての非民主的教育の撤底によって、公け(公けとまで行かずとも、
相対的に強い者)に対して個人が犠性になる傾向のあるところでは、
認識段階ですでにかなりのタイムラグがあり、当局が気ずいた時には
弱者は相当に痛めつけられていることが多い。まして、最近のインフ
レーションのように、国際収支間贋(明白に政府は調整インフレを起
した)に引続いて幻想的石油ショックを創造し、政府自体がインフレ
ーションの根源となるような場合は論外といわざるをえない。いずれ
にせよ、実際の諸困難に際しては、今後、いわゆるパレート・オプテ
ィマムはアイポリ‑ ・タワーの住人に議論させて、部分均衡的政策を
ドラスティックに行わざるをえない場合がより多くなるだろう。ある
いは、政府の行う政策を、学者がなんとなく理論化するのも悪るくな
かろうOoO

(15)いわゆるケインズイアンの「有効需要」の原理にもとずく財政政策
は、ルーズウェルト大統領のニューアール政策が有名であるが、スウ
ェーデンにおいては、 1932年秋に政権を取った社会民主党が、当時の
大蔵大臣で、アマチュア・イユノミストのE. Wigforssの指導の下に、
「新しい経済政策」を実行した.さらにB.オーリンは、 1934年に政
府の失業対策委月会に提出した報告書、ノPenningpolitik, offentliga
arbeten, subventioner och tullar som medel mot arbetloshet,
Bidrag till expansions teori. SOU 1934; 14, Stockholmにおいて、
ケインズをはるかに超へて、今日、ハロフド・ドーマに帰属している、
ポースト・ケインズイアンの動学を、むろんケインズ以前に展開して
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いる。上記、オリーンの書物が、英訳されれば、ケインズ経済学の学
説史は、全面的に改訂の必要があるが、誠に残念なことではある。

ケインズの「一般理論」を一般均衡理論の光で解釈することは、こ
れまで述べて来たように、ヒックス以来の伝統である。容易に理解し
うるように、工S‑LM版ケインズ経済学においては、貨幣(実質)
貸銀は一定と仮定されており、非自発的失業は、いわゆるIiquidily
trap によって説明される。つまり、二つの変数の下方への非伸縮性
が一般的失業の原因をなす。また、クライン版ケインズ・モデルは、
一般均衡解の有意解の非存在(完全雇用を保証する所得水準に対する
市場利子率は負でなければならない)として表わされている。これら
三つのケインズ解釈は、第‑に貨幣貸銀の下方への非伸縮性は、現実
に賃銀にはそのような傾向が現有しょうが、その原因として労働市場
の不完全性を仮定せねばならず、そのこと自体ケインズ自身の説明に
反するし、一般的失業を外生粟国に説明を求めることはよい縫揖学で
もない。第二に、 liquidity trapの説明は、貨幣が果してassetであ
るかどうか疑問があろう。さらに、 liquidity trap の存在自体かな
らずLも経験的支持をえていないOo￠正値解の非存在の議論は、たしか
にト般理論」の‑解釈として極めて非凡なものであり、数理経済学
者好みではあろうが、ケインズの「一般理論」には、ワルラスという
言葉は現われないし、むろん均衡解の存在問題は、日本でのポースト
・ケインジアンによって得々と主張された事実にもかかわらず、 J.M.
ケインズとは全々関係のない話である。
M.

in
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Mayer,
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したがって、問題は、ポーストケインズイアンの説明ではなくて、
ケイン不自身は「椴的失業の存在をいかに説明したかであろう聖 そ
れゆえ、ケインズの雇用理論を正しく理解するためには、その歴史的
背景を適当に考慮して、変数の非伸縮性に根本的には頼らず、かつ一
般均衡ではなく、部分均衡の理論構造で理解する必要がある。そのこ
とが、本稿の中心的な目的をなしている.一方、ケインズのことはケ
インズ自身に開くことが一番正しかろう。本稿のが)ジナリティは、
むしろ読者の発見にゆだねたいと思う。

(in)

ケインズの「一般理論」は、明らかに歴史的産物である。ケインズ
は、歴史的社会的見地からみて、明白なひとつの立場に立っており、
それは前にのべた「金利生活者の安楽死」とか、賞銀決定メカニズL̲
の説明における労働者階級へのかれなりの理解などによって速はされ
るごとのない明々白々な立場に立っている。かつまた、彼の分析は、
一般均衡無論ではないbおそらく、今日の左異ケインズイアンにとっ
ては、受入がたいところであろうが、ケインズ自身は、 1930年代の失
業に対して、企業家(entrepreneurs)の立場より接近している。
のちに議論するように、いわゆる不完全均衡点において、貴通条件を
(17)ケインズの経済学とケインズイアンの経済学を景初に区別をしたの
は、 A. Leijorihufvud (On Keynesian Economics and the Econ0‑
mics of Keynes, Oxford University Press, 1968)である。しかし、
ここでは彼の議論は取扱はない.
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満しているのは企業家のみである。つまり、企業は自己の利潤を貴大
にしているという意味で、与えられた条件の下で、短期的に最適条件
にあり、雇用理論に関しては、与えられた条件の下で企業全体として
の雇用水準を決定し、その雇用水準を維持しようとする。しかし、与
えられた条件が変化すれば、雇用量を変更しようとすることは無論で
ある。消費者は、当該経済において、効用水準を最大化しているか、
いないか分らない。この事実は、ポースト・ケインズイアンのケイン
ズ以後の消費関数についてのぼう大な研究の事績に対比しておどろく
べきことであろう。しかし、ケインズにおいては、資本主義社会にお
ける雇用量の決定は、あく迄も企業による労働の需要に依存しており、
その際に、消費者が与えられた条件の下で満足しているか否かは、資
本家および企業家にとって第一義的に重要な事実ではないOおそらく、
労働者階級の家計は、労働の非効用と賃銀の効用(限界)がひとしく
ないという意味で、時間撰好については最大化(つまり貯蓄と消費の
撰好)が行われているとしても、パレート、貴通条件をみたしておら
ず、いわゆるセカンド・ベストの状態にあろう。その意味からも、ケ
インズの世界は、一般均衡理論ではありえまい。
さてより詳細にケインズの部分均衡理論を組立ててみよう0.0
一定の技術水準、一定の資源および一定の生産費(要因費用)を前
提する(19)
。第1式、
(18)ケインズ特有の諸費用の定義については、 J. R. Millar, "The
Social Accounting Basis of Keynes'Aggregate Supply and De‑
mand Functions〃, The Economic Journal vol. 82 no 326. June

1973, 600‑611を参照。さらに本稿の議論とMillur
れたい。
Keynes, op. cit. 5.
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(1) 0‑0 (N,東) (∂o/a,'N〉0, ∂20/∂N2く0)
は生産関数を表わしている。ここでNは・労働投入であり、京は一定と
仮定される資本投入を表わす。この生産関数は掻く一般的に利用され
ているものであって、特別の制約は、いわゆる限界生産性が逓減する
という事実以外には仮定されていない。個別企業、産業および産業全
体を集計した全体も、一定の費用条件の下で利潤を長大化しようとし
ているもq)とする。生産物に対する蔑争条件は所与とする(この点に
ついてはのちにのペる。)つぎに、総供給関数をつぎのように定義する、
(2) Z‑(i

∑pi)+面̀N+捕

‑P (N) +F (N)
‑Z (N)
ここではZは、 N人を雇用することに対応する(cf第1式)産出に対
l

応する稔供給価格を表わす。第2式に示されているように、 Zは全企
業の稔貴大利潤プラス要因費用よりなり立っている。もし生産物の市
場が完全虎争的であれば、所与の一般物価水準の下で、要因費用は、
その生産要因の限界生産性にひとしいはずである(いうまでもなく、
これがケインズによって古典派の第1公準と名ずけられるものである
)。もし、生産物市場に関して不完全虎皐を仮定すれば、要因費用は、
限界生産物にひとしくなるのではなくて、生産要因に対する限界収入
生産性にひとしくなることは、いうまでもない。一方、ケインズ自身
が生産物市場に対していかなる競争条件を前提としたかかならずLも
明白ではない。彼は、単にある特定の虎争条件を前提しているのみで
ある聖もっとも、これらの点は、後続する議論にとって、ことさら重要
なことではない。生産関数、第1式についての前提、収穫逓減の法則

￠

Keynes, op, cit. chap. 18, 245‑54.
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より、 Zは、第1図の如くなろう。かくして、同図において、 N人の
雇用に対してテ額の稔売上高が(是非とも)必要と(されると予想)
される。
・注目すべきことは、捻売上高ないし稔費用、 Zは予想ディメンジ
ョンを持ち、いうまでもなく、 1以下の確率をともなう変数である。
ここまでは、従来のケインズ理論につけ加えるところが少かろう.
根本的に重要なことは、ケインズに関して予想できることであるが、
モデルの需要側面に存在する。注目すべきことは、すべての需要が企
業家によって予想されることである.ケインズによれば、与えられた
条件(一定の技術状態、資源および雇用量一単位当りの要因費用)の
下で、個別企業および産業さらに産業全体としての雇用量は、それに
対応する産出物より企算家がえられると期待する販売額に依存する。
なぜならば、企業家は、置用量を要因費用を超える販売額の超過を最
=vサ

岨=

Z

35
Ⅳ
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大にするように決定するからである(21)かくして、ケインズは、総需要
関数、 DをN人が雇用された場合にえられるであろうと期待される企
K

業家の総売上額と茸義する管すなわち、問題の経済における、いかな
る需要状態の変化も、 ‑それが当該経済における雇用量の変化に結びつ
くためには、企業家の期待を通過せねばならない。いいかえると、企
業家の予想の変化につながらないような、需要状態の変化がたとえ可
能であるとしても(おそらく、それは消費需要の側から来るであろう
が) 、そのことは、有効需要(雇用量を変化させるという意味で)と
はなりえないわけである。このことは、一般均衡論的解釈あるいは、
ポースト・ケインズイアンの消費関数論争に親しい読者には意外であ
るかも知れないが、ケインズ自身には、ここでの理解が正しい。そこ
で、捻需要関数をつぎのように定義する。
(3) E (D) ‑E (Di) +E (D,)
‑E{cZ(N)￨+E(Efe), 1) c〉0倒
ここで、 Eは企業家の有効需要に対する予想を表わす。むろん、E D)
は完全に予想されるものではなく、 1以下の確率をともなって予
測されるものである

E (D,)は、消費需要を表わすものとする。但

し、この消費需要も企喪家によって予想されるものである. N人の雇
J削こ対応するnet natinal incomeは、 Z (N)に外ならない(企業

￠1) Keynes, op. cit. 24‑5.
位2) Keynes, top. cit. 25.

位3) DもZもともに企業家の予想を表わし、おなじディメンジョンをも
っている。 DについてのみE (D)と記したことに特別の意味はなく、
ZについてもE (Z)とし、いずれも、確率1以下の変数を表わすと
考えられるべきである。
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家にとって)。つまりNNPについての予想されるインフォメーション
は、 Z (N)以外にない。その意味でE (D】)はZ (N)に依存して
いる。ここで、単純化のために、限界消費性向に、ごく普通にケイン
ズについて設けられる上記の仮定を置いた。つまりそれは一定で、正
かつ1より小と仮定した。 E (DJは投資需要である。投資需要は、
一定と仮定し、さらにこれも資本家によって予想されるものであるO
ただし、ここでは、主として単純化のために利子率は、一定の貨幣供
給の下で一定と仮定する。したがって、いわゆる歴史的時間がモデル
の中に入り込んでくるチャネルとして(貨幣論は本質的に時間と関連
しており、本質的に動学論である。)の利子および貨幣論が議論から脱
落することになる。とくに、長期正常利子率の議論は、残念ながらこ
こではできない。
第二図において、 E (Di)は、企業家によって期待されるものとの
前提を基にして描かれている。したがって、先にのべたようにN人の
雇用に対応する企業家が予想する所得はZであるから、 E (D,i)はZ
に依存する。われわれの限界(‑平均)消費性向の仮定から、 E (叫
曲線は、 Z (N)曲線よりもゆるやかな勾配をもち、後者が上方に凹
ならば、 E (Di)も上方に凹となろう。いま第2区lを変換して、両軸
にZを測定し、通常のテキストブックに示されている45*線の手法を
用いれば、 Z曲線は、45.線となり、 E D は、 45。線よりゆるやかな
ひとつの直線となり45。線と交わる。ここでの消費関数(企業家が予想
する)は、従軸と交わるものと仮定されている。むろん、それはいわ
ゆる独立的消費であり、後者は、利子費用、 r・貢より大きいと仮定
されている。第2図において均衡点がQで示されている。点Qにおい
て、つぎの条件が満されている。
(4) Z (N) ‑E

￨cZ (N) j

+E (D2)。
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第4式は、均衡雇掃量、 N',あるいは均衡所得Zノに関して一義的に解
けるものとする。一層、均衡点Qを詳しく眺めてみよう. (a)企貴
家の期待が、この点で満されている。期待された総供給費用が期待さ
れる総需要に、雇用水準、 N'.でひとしい (b 与えられた条件の
下で、雇用量、 N'.は全企業に対して貴大の利潤を保征している.
(c)この事実(ち)は、実質貸銀が、もしわれわれが当該経済を、
賃銀財部Plと非賃銀財部門に二分した場合(この二分は、ケインズ理
論に決して本質的なことそはないが) 、仮に相対価格を一定とすれば、
賃銀財産業に雇用される労働の限界(収入)生産性にひとしいことを
意味している。さらに、この論理の結果として、ケインズは財市場に
ついて、かなりの程度の戟争性を仮定している。より正確には、競争
は完全に近いものであろう。むろん、厳密な、厚生経済学で取上げら
れるような意味では、議論(C)、ないし、要素価格均等化の命題は成
‑186‑
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立しなしMヶィンズ体系では、労働市場ではたかだか貨幣賃銀が決定
され、実質賃銀は、財市場で決るというのは以上の事実を示すわけで
あるが、より正確には、労働市場によって貨幣賃銀が決っているので
はなく(なぜならば、貨幣数量に言及することなく、何故名目貸銀が
決るのか?) 、貨幣貨銀がデータ‑として労働市場に現存していると
いうことであり、原理(c)は、労働の需要を示す以外に意味はない。
(この点、日本のケインズ解釈に誤解に現存しているように思う。)〜
定の貨幣賃銀に対応して、一定量の労働が供給されている (d) 、
労働者階級は全体としては、その効用を貴大化していない。その意味
で、貴通なポジションに居ない。貨幣貸銀率、 W‑、の限界効用は、 N
における労働の限界非効用を超えている。言換えると、一定の雇用量
の下における賃銀の効用がその雇用量の下における限界非効用にひと
(絢

しいという、ケインズが古典派の第2公準と名づけるものが成立して
いない。しかし、注Hすべきは、ケインズ体系には、労働の供給曲線
が存在しないという議論が存在するが、それは必ずしも妥当しか一望
労働者は、自分の受入る貨幣賞銀のもたらす限界効用、および労働の
非効用(ないしレジャーに対する効用)を比較して一定の労働供給ス
ケージュ‑ルを有していて良いわけである。それは、恐らく、新古典
派的パックワード・ベンアングの供給曲線であろう。問題は、その労
働供給曲線が、一般のリニア‑ ・プログラミング・モデルの制約にな

P. A. Samuelson, "Prices of Factors and Goods in General
Equilcbrium" , Review o fEconomic Studies, vol. XXl, No. 54
(1953‑4 )

脚 Keynes, of. cit., 5.
位

of. J. R‑ Millan, ibid.
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らない条件式のように、ケインズ・モデルで、有効な制約条件を形成しな
いわけである.したがって、与えられた貨幣賃銀率諒に対応して、Nf
の労働量が供給される。しかし、企業家の需要はN′量であ.り、 (Nf
‑N′)の労働者が失業する(非自発的失業)。 (f)消費者は、最適な.,
ポジションに居るか居ないか分らない。何故ならば、そのことは、こ
こでは問題にされていない。仮定された限界消費性向Cは企業家が、
それほどの値であろうと予想するものである。つまり、個々の企業に
関していえば、たとえば、消費者は、米を一度はモチにして喰うだろ
う、したがって電子モチつき機を作れば儲かるだろうとか、小型テレ
ビ附学童用勉強机を作れば売れるだろうとか、自動脱出装置附勉強椅
子は、どれくらい売れるだろうというような予想をCは反影している
わけであるo少くも労働者の家計は貴大の所得(完全雇用所得)を
得ていないから、消費者については、 (たとえ、それが問題ではない
としても)パレート・オプティマムはおそらく満されていないだろう。
Q点において、企業家にとって与えられた条件の下で、いずれの方
向にも移行する動機は存在していない.なぜならば、与えられた条件
の下で、企業家は、利潤を貴大にしているからである。 N′水準からの
いずれかへの移行は、より少額の利潤(左方への移行)あるいは、損
失(右方への移行)を表わすT)したがって、与えられた総供給曲線の
下で、非自発的失業を改善するための唯一の方法は、この場合、なん
らかの形で企業家の予想を改善する以外にない。そこで、ケインズは、
(もし、それよりよい政策がなければ)大蔵省が、炭鉱の廃坑の適当
な深さに、銀行券をつめた古ツポをうめ、それから市街地のゴミで廃
坑をうめよ。それから、自由競争の原理に通じた諸企業に銀行券を堀

脚 cf.J. R. Millar,op.cit
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出させよ、そうすれば、それ以上の失業は存在しま.いといってい譜
ここでの議論は、ケインズ自身の理論を正しく記述しているように
思われる。すでにのべたように、われわれは、一般的失業の存在を、
貫徹および利子率の下方非伸縮性の仮定を用いずに説明した。事実、
貨幣賃銀は、一般的失業の存在によって下方に向う傾向が存在してい
てもよいわけである、もし企業家が、,賃銀下落も早晩終って、景気も
上向きになると予想しないかぎり。ここまで、のペ来ったように、ケ
インズは明白に1930年代の失業に企業家の視点より接近している。当
時としては、それは正当なことであろう。なぜならば、公共部門が増
大したのはケインズ以後のことであり、雇用を増大させるためには、
企業家の収益予想を増大改善する以外にない。
今日ほど、ケインズ経済学に対してその現実的有効性について批判
が高まっている時期はない。それは、ある程度、的を射たものであろう。
今日の複雑な経済的諸困難に直面して、企業家の収益のみに注目する
議論は、雇用論以外の局面では不適当な側面をもたざるをえない。さ
らに、ケインズを動学化した成長理論にも、ケインズ固有の制約が存
在しよう。いずれにせよ、ケインズを生んだ理論的歴史的背景を正当
に評価することが望ましい。それによってケインズの貢献が割引かれ
ることはなかろう。
さらに、日本経済の貴近の困難に直面して、とくに業界の指導者あた
りが、今日のインフレーションにはケインズ経済学が妥当せず従来の経
済学が無効であるような発言をしている。とくにケインズについて言えば、
ケインズのインフレーションについての立場は「一般理論」とそれれ
以前の「貨幣論」では根本的な相違が存在しているO最近の先進国で

Keynes, op. cit. 129.
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のもっとも困難なインフレ‑ションの間者が、不軌と価格騰貴の共存
であるとすれば、筆者の記憶するかぎり、その点を貴初に指摘したの
は、 「貨幣論」におけるケインズである。インフレーションの詳しい
議論は稿を改めて論じたい。しかし、業界の指導者も、不当な金儲け
ばかり考えないで、たまには、ゆっくり自分で努力して本でも読んだ
らどうだろうか。
また、今日ほど、経済学者に対する不信の時代はない。筆者の印象
は、いかなる理論にも前提があり、現実の妥当性には限界がある。も
っとも、今日なおbig business pull, MITI push inflationのモ
デルは存在しないが。しかし、経済学者‑の不信は、理論的なものと
いうよりか、むしろ、自由放任主義的経済学を欧歌し、新古典派経済
学を振まわし、かつそれで名をなし若手にも多大の影響を与えて来た
たれかれが、ほんの一夜明ければ、充分な説明もなく、 "beyond K.
Marx"のような状態になったり、汚いサイド・パーンやひげを生や
したりすることにあるのではなかろうか。
ともあれ、本稿の議論によって、ケインズと古典派の距離は一層近
いものとなった。ケインズが古典学派のひとりに数えられる日も近い
だろう。
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