
．いま、ケインズをどのように読むべきか

ケインズはたんなるアカデミズムの経済学者ではなく、実務家としてもずいぶん多

忙な人であったらしい ）。さらに、没後も経済学の世界における彼の評価は乱高下し、復活

と埋葬を繰り返すといった有様でやはり多忙といえるかもしれない。だが近年、彼の業績も

理論家の研究対象から学説史家のそれへと徐々に移行しつつあるように見受けられる。ケイ

ンズの経済学が学説史の研究対象になるということは、彼の業績、ここでは 雇用、利子お

よび貨幣の一般理論 に限定するが、それが古典化したことを意味し、結果 ケイン

ズとその時代 といった形で、その学説が生み出された時代の文脈の中でその相対化がはか

られることになる。純正ケインジアンにとってこれは容認しがたい状況といえるかもしれな

いが、経済学が制度化された科学であるとすれば、不可避の事態であろう。

では、主流派の経済学者たちにとってこの古典化という事態はどのような形で受け止めら

れるのか。現代の主流派の経済学は新古典派の理論をベースにした広義の折衷的な体系であ

るから、ケインズの理論は既にその中に一つの特殊ケース、不況時における数量調整型モデ

ルとして組み込まれている。主流派の視点に立てば、経済学の制度化、標準化が進行する中

で、ケインズのみならず他の様々な価値あるとおぼしき古典的業績はもらさず主流派のテキ

ストの中に組み込まれているはずとみなされる。ならば、学説史家はいざ知らず、普通の理

論家たちがあえてケインズという古典的対象に直接アプローチする必要性は希薄だというこ
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とになろう。経済学の制度化は標準化を促し、標準化はその体系内容のテキスト化を可能な

らしめるから、理論の学習者はテキストでケインジアン・モデルを学べばそれで一応事足り

る。事実、いまの学生も若手研究者もケインズの 一般理論 をあまり読まないはずであ

る。

あまり読まれない 一般理論 をあえて読めばどうなるか。読む側に新古典派経済学の理

論的素養が備わっていたとする。ケインズ流のマクロモデルはあっけないぐらい容易に理解

されよう。しかし、 一般理論 は依然として躓きの石であり続けるだろう。なぜ、ケイン

ズ流のマクロモデルは分かり易く、しかも初歩的なモデルは素人目にも分かり易いのに、

一般理論 はわれわれにとってかくも難解であるのか。ここでは、新古典派の理論を多少

なりとも刷り込まれてしまっているわれわれの眼にケインズのオリジナルな理論が難解に映

る理由を考察することにしたい。

われわれにとってそれが難解に映る原因はおそらくは次の 点ほどに絞られてくる。第一

に、彼の豊富な実務体験から得られた概念、実務家的概念が理論体系に導入されているのだ

が、そのような概念は理論家にとっては意外となじみにくいという点を指摘しておかなけれ

ばならない。第二に、 一般理論 では、新古典派のテキストのように整然とした形式で理

論モデルが提示されているのではなく、そのモデル構築に至る思考プロセスまでが開示され

ている。しかも、そのプロセスがわれわれの眼にはとても錯綜したものに映るという点が指

摘される。そして第三に、 一般理論 は純粋にアカデミックな理論書としてではなく、モ

ラル・サイエンスとして著されているという点を指摘しておかねばならない。それが抱える

難解さは、必ずしも理論上のテクニカルな側面ばかりにあるのではなく、ケインズの時論め

いた議論や彼独自の人間観や歴史観に付き合わされるわずらわしさに起因するのではない

か。

われわれにとっての躓きの石として、 実務家的概念 錯綜した思考プロセス モラ

ル・サイエンス 以上三点を指摘した。 一般理論 には、実務家、理論家、思想家という

三人のケインズが混在した形で出現する。そのことが理論書としてアプローチを試みるわれ

われを困惑させる。しかし、なぜ 一般理論 は純粋科学としてではなくモラル・サイエン

スとして著され、分かりづらい実務家的発想、概念の導入が図られ、しかも、自己の思考プ

ロセスまでをも開示しようとするのか。なぜ、この書物は奇妙な形式をとるのか。ケインズ

の個人的な癖なのか、意図的に図られた形式であるのか。

まず、 一般理論 はアカデミックな理論書としてではなく、同時代の知識人に対する説

得の書として著されたものであることを想起しておこう。つまりそれは、 年代の大恐慌

という経済システムの危機に取り組み、それを克服する試みについての、換言すれば、時代

の危機に対する管理にまつわる書なのではなかったか。ならば、一つの接近法として 一般

理論 を経済システムの危機管理を巡る書として把握し、しかもそのことがこの奇妙な形式

と密接に関わりあっているのでは、という方向で読み込んでみてはどうか。以下、 実務

家的発想、 錯綜した思考プロセス、 モラル・サイエンス、という躓きの石となる三つ

の要因を順次検討していこう。
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経済システムの危機とジョン・メイナード・ケインズ（塩田）

．実務家的発想

たしかに 一般理論 はケインズの実務家的発想が色濃く反映された書である ）。次のよ

うな記述をみてみよう。

・・・労働者が貨幣賃金の引下げには抵抗するが、実質賃金の引下げには抵抗しないのは

非論理的であるとしばしば言われる。のちに述べる理由からすれば、これは一見したほど非

論理的ではなく、のちになって見るように、幸いにもそれば論理的なのである。しかし、論

理的であろうと非論理的であろうと、経験はそのことが労働者の実際の行動であることを示

している。 ）

これは実務家的な思考の一例である。実務家とは、ビジネスの現場を熟知する人たちであ

り、彼らの保有する 現場の知識 にはもちろん皮膚感覚のごとき 暗黙知 も含まれてく

る。経済システムの現状を考察する場合、理論家ならば思考の原点、座標軸はあくまで実験

室で純粋培養された理論モデルの理想型に置かれ、そこからの乖離で現状が評価されること

になるのだが、実務家は原点を現状それ自体に置く。つまり、理論家は理論というメガネを

通して現状を観察・評価するのに対し、実務家は現状の側から理論を値踏みする。さらに場

合によっては理論の修正を要求する。先の引用文は、実務家ケインズが理論家ケインズに古

典派理論の修正を迫っている一例と読める。

ケインズの実務家的発想は他に利子論の展開部分でもみてとれる。 利子率が貯蓄あるい

は待忍（ ）そのものに対する報酬ではありえないことは明らかなはずである ）と

古典派の利子説を否定し、自説を展開する場合も、彼は利子現象の生成にまつわる経済神学

的論争に立ち入るわけではない。つまり、本来、利子とは何か、なぜ利子なる現象が生じな

ければならないのか、といった類の問題を、純粋理論モデルの中で解こうとしているのでは

なく、たんに彼が生きた時代・社会の中で利子率が現状においては何に影響されて決まるの

かを、投機市場に深く身をさらした実務家の皮膚感覚を踏まえて述べているにすぎない。流

動性選好理論は純粋理論の側からではなく、現場の状況の側から導出された利子論なのであ

る。

しかし、たとえケインズの側に豊富な実務体験があるにせよ、いったん己の内に刷り込ま

れた古典派体系の引力圏からなぜ彼はうまく脱しえたのであろうか。普通、実務体験を有す

る理論家が既存の理論とそぐわない現実に直面した場合、採りうる選択肢は以下のようにな

る。

理論は理論、現状は現状と思考停止させた上で、現状に対する処方箋を実務家的発想の

みから構築しようとする。ただし、この場合、彼はその精神構造において実務家と理論家

とを断絶させている。しかし、明らかにケインズは断絶させてはいなかった。

既存の理論体系を固定させたまま、何とか現状と折り合いをつけようと試みる。この路

線はさらに二つに分かれる。一見、非合理的にみえる現状を既存の理論を加工することに

よって合理的選択の帰結とみなし処理する。つまり、現状の合理化という手法が一つであ

）那須正彦〔 〕参照。
） 〔 〕邦訳、 ページ。
） 〔 〕邦訳、 ページ。



る。いま一つは、現状の合理化という手法では変わりないのだが、その現状を均衡ではな

く調整プロセスとみる接近法である。現状は理論の理想型とは程遠いが、理想型に漸次接

近していく諸力が備わっているはずだという主張、つまり予定調和説に立脚した考え方で

ある。ケインズが 一般理論 においてとりわけ強く批判したのは古典派経済学者たちの

このスタンスに対してであった。

明らかに、理論家が有能な実務家であるだけでは、古典派の引力圏から脱するにはその資

質としては不十分なのである。ケインズに備わっていたのは、古典派理論を修得しつつも、

それを醒めた眼でみるという局外者的視点であった。なぜか。理由はいくつかあげられよ

う。

ケインズは学生時代、師のアルフレッド・マーシャルに経済学者になるように強く勧ら

れ、事実その道に踏み出すのだが、彼の若き日々における主たる知的関心事は確率論研究で

あった。さらに、彼は学生時代にはケンブリッジのエリートクラブ、ソサエティー（

）に、卒業後は文化人サロンであるブルームズベリーに所属しそこでの知的、精神

的交流に生活のかなりの部分を割いている。これらの事実はケインズの知的活動が経済理論

研究のみならず、数学、哲学、政治・社会問題、さらには美学にまで及んでいたことを物

語っている。このようにケインズが 知的スノッブ であったということが、古典派経済学

に対する彼のスタンスを説明する要因となりうるのではないか。もちろん、 知的スノッ

ブ という言葉の背後にはある種の価値観が透視されるのだが、その詮索は後に回し、議論

を実務家的発想の検討に戻そう。

実務家的発想に由来する概念の一つとして、使用者費用を取り上げよう。使用者費用と

は、端的に述べると、現在の生産活動のために犠牲にされた（流動資本も固定資本も含む）

資本の価値額と定義される。それはたしかに、今期の生産のために使用された資本の減耗分

ではあるが、必ずしも客観的な数値であるわけではない。なぜなら、仮に今期その資本財を

使用しなければ、将来のある時点で実現するであろう収益が今期の使用によって犠牲になっ

たわけであるから、企業家によるその収益の期待額が使用者費用を構成する。このようなわ

けであるから、使用者費用は機会費用として定義されており、しかもその機会費用は将来に

ついての企業家の予想というフィルターを通して算定されることになるから、きわめて主観

的性格が色濃い。

ケインズによると、短期供給価格は限界要素費用と限界使用者費用の合計と定義される。

企業家が将来の好況を予想すれば、限界使用者費用は上昇するであろうから、今期の供給価

格は上昇する。逆に不況を予想すれば、今期の供給価格は下落する。かくして、ケインズが

いうように 使用者費用は現在と将来を結ぶ連鎖の一環をなしている ）わけである。

ケインズにとって使用者費用はかなり重要な概念であるらしく、補論を割くまでして詳述

しているのだが、読者にとってそれはかなり分かりづらい部分となっている。実務家にとっ

てはあたりまえの思考習慣も、それを既存の理論体系中に組み込む知的作業は意外と難事業

となってしまう。これはその一例なのである。しかも、既存の体系の完成度が高く自己完結

的であればあるほど、知的作業の難易度も高まる。だがそうまでして、実務家的諸概念を理
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経済システムの危機とジョン・メイナード・ケインズ（塩田）

論中に導入しようとするケインズの意図はどこにあるのか。

明らかに、経済システムの危機という課題とそれは直結している。危機はまずは経済活動

の営まれる現場に位置する人たち、実務家である企業家や投機家によって知覚されよう。自

己完結的で高度に抽象的なモデルではなく、現場の人たちの危機に対する感触、危機意識が

何らかの形で織り込まれたモデルでなければ、危機的状況は解明できないし、それに対する

対策も生み出しえない。実務家的諸概念の多くは現に起こりつつあった経済システムの危機

への対策という意図をもって理論中に導入されたものと理解しておこう。そのすべてが当初

の意図を達成したわけでないにせよ ）。

では、なぜ使用者費用が実務家的発想に由来するといえるのか。経済と離れた別の世界の

事例、スポーツの事例を取り上げて考えてみる。プロ野球チームの監督を企業家、チームが

抱える選手たちを資本財という具合に想定してみる。監督が今日のゲームに投手 の投入を

決めたとする。そのことにより、明日のゲームにはもはや を投入できないか、あるいはで

きるにせよ、肩の疲労により投球数を限定せざるをえなくなる。つまりそのことによって、

明日のゲームにおいて戦力の低下が生じるわけであり、その部分が投手陣という資本財の使

用者費用に相当する。つまり、 を今日投入することにより、 を温存すれば明日のゲーム

で得られるはずの成果を喪失するわけであるから、このケースにおける使用者費用はやはり

機会費用なのである。

先に述べたように、限界使用者費用は短期供給価格を形成する一要因となる。このケース

において供給価格に相当する指標は監督による今日のゲームに対する主観的評価であろう。

同じゲームでも順位が確定してからの一勝と熾烈な優勝争いの最中の一勝とでは評価は異な

る。つまり、監督は を投入することにより、高い使用者費用を支払って今日のゲームの勝

利を明日のゲームのそれより相対的に高く評価しているのかもしれない。このように、明日

のゲームについての思惑が今日のゲームの采配に入ってくるわけだから、たしかに使用者費

用は現在と将来を結ぶ連鎖の一環をなしている。別段、監督が使用者費用という用語を知ら

なくても、また知らなくて当然なのだが、それでも彼はそれに相当する概念を暗黙裡に抱い

ているようである。つまり、使用者費用とは、不確実な将来に直面し、将来について思案し

つつ現時点においてビジネスの現場で様々な意思決定を下さねばならない企業家なら当然抱

くはずのきわめて実務家的な概念だといえる。

．錯綜した思考プロセス

ケインズは高度化した資本主義経済システムが抱える構造的不安定性、脆弱性を 一般理

論 第一篇、第三章、有効需要の原理 の中できわめて明快に述べている。すなわち、消費

額が所得額によって主たる影響を受け、その限界消費性向がゼロから までの間の値をとる

ような消費関数を想定すれば、所得が増えるほど所得と消費とのギャップは拡大する。その

）使用者費用に関しては、理論展開が不十分で、やりかけのまま放置されている観は否めない。実際、
一般理論 中にはそのような部分が他にも散見される。



ギャップが投資によって満たされなければ、現行の所得水準は維持できず失業が発生する。

つまり、所得水準の高い豊かな社会であるほど、いっそう豊富な投資機会を発見しなければ

現行の経済活動水準を維持することはできないわけである。しかるに、豊かな社会であるほ

ど、限界消費性向は低く、またすでに社会資本は充実しているから、有利な投資機会を見出

すことはより困難となる。かくして、先進資本主義経済システムは常に有効需要の不足によ

る景気後退への危機という構造的不安定性を抱え込むことになる、といった次第である。

これが 年代におけるケインズの資本主義経済観なのである。しかし、こんなに簡単に

いってのけてしまってよいものであろうか。この結論を導出するのに用いられた理論用具

は、線形もしくは非線形の単純なマクロ消費関数と投資についての仮説のみである。この背

後に、精緻な数理モデルが準備されているようにも、また深遠な社会哲学が潜んでいるよう

にも思えない。この場合、ケインズは新古典派の数理経済学者風でもなければ、マルクス風

でもなさそうだ。

豊かな社会において有効需要を喚起させる困難さは、消費関数の形状と投資の動向につい

ての仮説にその原因を求めることができるのだが、そのようにシンプルに刈り込まれた命題

を得るに至った経緯は、第三篇 消費性向 および第四編 投資誘因 の箇所で述べられて

いる。 ケインズの経済学を新古典派風に処理されたケインズ・モデルで学んでしまっ

ているわれわれにとって、この命題の単純さはいささか月並みなものに映るかもしれない。

しかし、 一般理論 が出現した当時にあっては、とりわけ若い世代の研究者にとってそれ

は一つの啓示であり、大胆な抽象化と受け止められたのではなかったか。ただし、後の世代

の経済学者たちはこの単純なマクロ消費関数をベースに複雑な新古典派的マクロモデルを構

築する方向に作業を進める。ここで注意すべきことは、われわれの世代の経済学者にとって

モデル構築上の出発点をなす部分が 一般理論 第三篇においては、ケインズの思考プロセ

スの一つの到達点だという事実である。そこに至る思考プロセスに付き合ってみよう。

ケインズは社会が消費に支出する額は主として 所得額 に依存するのだが、その他

客観的要因 および 主観的要因 にも依存するとし、 と についての検討に入る。

まず、 客観的要因として、ケインズは以下の 項目を列記している。 賃金単位の変

化、 所得と純所得との差異の変化、これは資本減耗引当金等の額を指すものと考えられ

る、 資本価値の意外の変化、 時間割引率の変化、これは近似的に利子率と同一視できる

とみなされる、 財政政策の変化、 現在の所得水準と将来の所得水準との間の関係につい

ての期待の変化、以上である。

これらの諸要因は、議論を短期に限定すると、与件として取り扱われる。また、これらは

その対象となる経済が組み込まれた固有の時代・社会の諸制度と密接にかかわりを持つもの

ばかりである。各々の項目に対し、例えば であれば、労働市場の構造、労働組合の組織率

等、 会計手続き上の諸制度、 資産家階級の存在とその層の厚さ、 資本市場の構造、金

融制度のあり方、 政治のあり方、経済への関与のなされ方、 人口動態、等の制度的諸要

因が指摘されよう。

次に、 主観的要因をみてみよう。彼は個人の消費に影響を及ぼす、あるいは消費を抑制

する動機を 項目列記している。 不測の偶発時に備えて準備しようとするため。 たとえ

ば、老後、家族の教育、または扶養家族の維持のために備えようとすること。 利子および
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元本 の価値騰貴を享受しようとするため。 支出の逓増を享受しようとするため。 特

定の行為をするというはっきりした考えや確固たる意図はないにしても、独立の意識と実行

力を享受しようとするため。 投機的または経営的計画を実行するための運用資金を確保し

ようとするため。 財産を遺贈しようとするため。 純粋の吝嗇、すなわち消費支出行為そ

のものに対する不合理かつ執拗な抑制心を満足させようとするため。さらに、この八つの動

機に対し、用心、深慮、打算、向上、独立、企業、自尊、貪欲なる用語を充てている。

他方、個人ではなく政府組織や企業組織の消費（貯蓄）に影響を及ぼす要因として、 企

業の動機、 流動性の動機、 向上の動機、 堅実金融の動機および 安全第一 の配慮、

以上 項目を列記している。

それにしても何とくどいことか。われわれは人間の行為についてのケインズの洞察に長々

と付き合わされることになるのだが、ここにみられる人間像は、新古典派モデルにおける合

理的経済人などではなく、より多面的で複雑な像であり、それをあえて喩えるならば、バル

ザックやディケンズの小説中の人物に近いイメージとなる。

単純なマクロ消費関数を得るに至るケインズの思考プロセスを辿ることによって、われわ

れは彼の抱いていた経済システム観をうかがい知ることができる。それは決して実験室で純

粋培養された市場経済モデルなどではなく、むしろ固有の時代・社会の諸制度に密につなが

れた市場経済のイメージである。また、その中で経済活動を営む人々は効用極大化計算を行

なう主体などではなく、時代の潮流の中でもがく生身の人間の集団なのである。明らかに、

ケインズは経済というものを自己完結的な閉鎖システムとしてではなく、固有の時代・社会

に組み込まれたオープンなシステムとして把握していたはずである。それゆえに、時代の潮

流が人々の行為を通して経済システムに浸透してくる様を描くことが可能となる。ここに、

時代の潮流を機敏に察知し、指摘するモラル・サイエンティスト、ケインズが存在する。ケ

インズにとって、 年代の経済システムの危機とは、多分経済の危機に止まるものではな

く、政治や社会、思想、文化も含めた 時代の危機 として認識されていたのではないか ）。

結局、 一般理論 にみられるケインズの錯綜した思考プロセスとは、時代の危機に取り

組む彼の知的営為の軌跡であり、創造的精神活動が営まれる現場の開示なのである。このよ

うなプロセスにかかずらうことなく標準的なテキストでケインズ・モデルにアプローチする

方が効率的ではあるが、それは危機に対しマニュアルで対処しようとする知的スタンスにす

ぎない。しかし、真の危機に対処しようとする行為は本来創造的な作業となるはずではな

かったか。ケインズの 一般理論 は危機管理を巡る書ではあっても硬直的な危機管理マ

ニュアル書ではなかったのである。

．モラル・サイエンス

ケインズ没後の事態の推移を回顧してみる。戦後、ケインズの理論は学界に急速に浸透す

）ここでは第三篇の消費関数を巡る比較的シンプルな箇所に議論を限定したが、同様の結論は第四編のよ
り複雑な投資関数を巡る箇所においても得られるはずである。



る。ただし、 一般理論 自体が難解であったこともあり、それに対する受容は、とりわけ

教育現場においては、 ヒックス、 ハンセン、 サムエルソンらによって展開され

た ・ 分析をベースにしたケインズ・モデル、つまりケインジアン・モデルを介して

であった。 年代から 年代にかけて、このようなケインジアンのマクロ理論と新古典派

のミクロ理論とが並存していた。

他方、実践の場においては、ケインズ政策への安易な依存が長期化することによって様々

な弊害が露呈し始める。政府部門の肥大化による経済システムの非効率、またそれと同根な

のだが、クラウディングアウト、インフレーション、スタグフレーション等である。これら

が 年代後半から 年代にかけての政策現場の状況となる。

同時に学の世界においても、それまで何となく同居していたケインジアンと新古典派とい

う二つの体系が、互いの整合性を求めて動き始める。従来の教科書的なマクロ経済政策に従

うならば、不況時には有効需要を高めるようなケインズ的金融・財政政策の発動により経済

を完全雇用の近傍にまで誘導する。しかる後に、マクロシステムの資源配分は市場における

価格調整メカニズムに委ねる。このような形式で論じられていたわけである。しかし、不況

時にはケインズが想定した数量調整型のマクロシステムが、好況時には新古典派が暗に想定

しているワルラス型のシステムに、いかにして変質するのか。明らかに、従来の折衷的マク

ロ政策論は素人目には何となく理解できるようであっても、厳密な意味では理論的整合性を

保ちえないのである。かくして、ケインズと新古典派との安易な折衷理論に対する批判はケ

インズに近い側からも新古典派の側からも起こることになった。ケインジアンの教科書的理

論はケインズ自身の理論の換骨奪胎であったのではないか、ケインズの経済学はケインジア

ンのそれとは異なっているのではないか、との疑義が提出され、 一般理論 の読み直し、

再解釈が試みられる ）。これらは前者の側からの動きであった。

他方、新古典派の側からみると、ケインズの理論が想定している消費者や労働者の行為、

企業家や投機家の行為は明らかに新古典派のミクロ理論にはなじまない異質な要因を含んで

いるようである。合理的経済人をベースにした新古典派的経済行動とケインズが描く行為と

の間に走る亀裂は クラウアーの論文 ケインジアン反革命 （ ）の中にみてとる

ことができる。論文中でクラウアーはシャンペンを例にあげ、ケインズ型消費関数に基づく

消費行動と新古典派が展開する消費行動との差異を巧みに説明する。

いま仮に私がシャンペンを飲みたく思ったとしよう ）。ただし、すべての市場が理想的に

作動するような状況、完全競争一般均衡理論が妥当するような世界でならば、私が得るであ

ろう職種と地位が確約してくれる所得でもって、そのシャンペンを購入することは可能とな

る。しかし、あいにく私が直面している市場システムでは、情報伝達が不完全であったり、

価格の調整速度が緩慢であったりして、私は現職に甘んじることを余儀なくされている。こ

のような次第であるから、私はシャンペンを断念し、いまの所得に見合った低価格のアル

コール飲料で我慢をすることになる。

これは生活者の視点からすれば、よくありがちな消費行動にすぎない。まずは高望みせ
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ず、いまの所得に見合った予算内で家計のやりくりをする、というだけのことである。実現

された所得額に応じて消費に支出する額を決めるという行為、これこそがケインズ型マクロ

消費関数の根底にある個々人の消費行動であろう。しかし、生活者にとってこのあたりまえ

の行動様式が理論というメガネを通してみると、そのような形で了解することはできなくな

る。なぜなら、完全競争一般均衡モデルを想定すると、個々人の諸財に対する需要はすべて

価格のみからなる関数として定義されてしまうから。そこには実現された所得などを関数中

に独立変数として入れる必要はない。そのようなシステム下では、人は市場で何かを売り

（供給し）、その所得でもって何かを買う（需要する）。何かある財を売って所得を稼ぐ場合

も、その財の供給量は当該財の価格次第であるから、結局、所得も価格（賃金率）の関数と

なり、それゆえ所得自体が需要関数中に入ってこなくてもよいことになる。しかるに、なに

ゆえ、ケインズ型の消費関数には実現された所得が最重要の変数として入ってこなければな

らないのか。

競売人（ ）によって一般均衡状態への調整が速やかに図られるワルラス的世界

においては、私が当初望んでいた職種と地位は確保されるであろうから、シャンペンに対す

る私の需要はそのまま満たされることになろう。その場合、私の需要を阻害する要因として

実現された所得が入ってくることはない。しかし、いったんワルラス的な世界から離れると ）、

価格調整の遅れによる不均衡状態、非自発的失業といった事態も許容しなければならなくな

る。私も失業ないし不本意な職場での就業を余儀なくされるような事態に見舞われるかもし

れない。ならば、私は乏しい所得という制約の下で家計のやりくりをしなければならなくな

る。当然、シャンペンは断念せざるを得ない。

当初、私が望んだシャンペン、これを概念的需要（ ）と呼ぼう。その需

要を可能にする所得、これを概念的所得（ ）と呼ぶ。ワルラス的世界でな

ら、概念的なタームは実現しうるから、有効なタームでありうる。私の概念的な需要はシャ

ンペン製造業者に伝達される。ワルラス的世界から離れると、概念的な所得が得られなくな

る事態がまま生じる。その場合、私は実現された所得の下で再度意思決定をやり直さなけれ

ばならない。再決定という次第である。再決定された行動パターンがケインズ型消費関数の

ミクロ的基礎を構成する。その際、私のシャンペンに対する概念的需要は貨幣的購買力とい

う裏付けを持たないから、シャンペン製造業者には伝達されない。

クラウアーはケインズ型消費関数の背後にある行動を解明する理論として再決定仮

説を提示した。それがいわゆるケインズ経済学のミクロ的基礎を巡る一連の研究プログラム

の端緒を拓くことになった。では、今日から回顧すると、それら一連の研究は経済学にとっ

て何を意味したか、何をもたらしたか。

明らかに、それはケインズ経済学と新古典派経済学という二つの異質な体系の理論的整合

性を求めようとする試みであり、経済学が 科学 であろうとすれば、当然生じる運動だと

いえよう。ここに 科学 とは、純粋科学として了解されることになる。したがって、ミク

ロ的基礎付けはミクロ経済学的基礎付けとして試みられる。結局、ケインズ経済学のミクロ

的基礎付けを巡る研究は、ケインジアンの当初の意図とは裏腹に新古典派の側からのケイン

）これは市場システムから競売人を駆逐することを意味する。



ズ経済学の併合という形で終了することになる。かくして、ケインズの理論は新古典派体系

内に、 一般 ではなく一特殊ケースとして位置付けられることになった。ではなぜ、この

ような事態に至ったのか。

ケインズ没後、経済学は他の社会科学や人文科学との融合による総合化という方向にでは

なく、専門化の路線を歩むことになる。専門化の深化というこの流れは、ケインズの生前か

ら存在した時代の潮流でもあったわけである。専門化とは経済学を純粋科学の方向に純化さ

せようとする動きであり、結果モラル・サイエンス的側面は切りすてられる。モラル・サイ

エンスの立場からみると一般的であるはずの事象が、純粋科学に立脚すると特殊ケースにみ

えてしまうのである。純粋科学指向の新古典派体系においては、思考の原点は完全競争一般

均衡モデルという理想型に置かれる。ならば、価格調整速度が緩慢なため不完全雇用を生み

出してしまうようなケインズ的世界などは辺境の地とみなされて当然なのである。

議論を再決定仮説に戻そう。そこには二種類の行動様式がみられる。一つは、価格調整が

理想的に作動する世界における行動様式、この場合、需要関数は価格のみから構成される、

これを行動様式 とする。いま一つは、価格調整が不完全にしか作動しない世界における行

動様式、その場合、需要関数中に実現された所得が制約条件として入ってくる、これを行動

様式 とする。様式 から への切り換え、つまり再決定は、実現された所得 概念的所得

という不等式が成立したときに起こる。システム論的には、この不等式は価格調整型システ

ムが何らかの事情により機能不全に陥った場合に成立する。この不等式の導入により、人々

の行動様式の変化が自動機械化されるという意味において、再決定仮説はきわめて新古典派

的な発想に基づいている。しかし、ここであえてモラル・サイエンスの立場から再決定仮説

を考察してみる。

二つの行動様式はともに最適化行動だという意味においては同種のものであり、その形式

的差異は主体の置かれている市場環境に起因している。つまり、人は環境の変化に応じて行

動様式を変える。再決定仮説においては、行動様式の変化を選択の次元で論じている。ちょ

うど相対価格が変われば、諸財の消費量が変わるように、不等式が成立すれば、行動様式が

切り換わる。これは自動機械モデルの一種である。しかし、少し考えれば分かることである

が、価格の変化に対し消費量を調整するという選択行為と市場環境の変化に対し行動様式自

体を変えるという行為とでは、本質的に次元が異なるはずである。前者が受動的

（ ）な行為に終始するのに比し、後者は能動的（ ）な側面を含んでいる。

市場環境が客観的な意味において変化したとして、人はそれを事実として知覚しなければ

ならない。しかし、知覚に至るまでには認知不協和といった様々な心理的葛藤のプロセスが

ありうるはずだ。それらの心理的プロセスを経た後、変化を事実として受容し、その事実に

合わせて行動様式を変える。つまり、生き方を変えるわけである。そのとき、人は明らかに

機械モデルのように にではなく、 に、主体的に生きている。しかし、再決定

仮説では、次元の異なる二つの行為が機械モデル化されることによって同一の平面で論じら

れることになる。このように形式論理的に処理することは、ある意味では新古典派の利点で

もあるのだが、モラル・サイエンスの視点からは詭弁、暴論と映ってしまう。ケインズなら

多分、行動様式の変化という課題に関しては一本の不等式で処理するのではなく、少々くど

くなっても言葉を尽くして論じたであろう。
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もっとも、 一般理論 における消費者たちは再決定などしていないはずである。再決定

とは、ケインズの経済学を新古典派理論というメガネを通して見るから生じる理論上のト

リックなのである。普通の消費者たちは完全競争一般均衡の世界など体験していないはずだ

から、概念的所得から派生する概念的需要など端から念頭には置かない。一歩譲ってあると

しても、それは個人的な妄想の類としてでしかなかろう。新古典派いうところの不完全な市

場、すなわち現実の市場と折り合って生きている彼らが直面するのは、いまの所得の下での

消費生活ともう一つの実現するかもしれない所得の下での生活との選択なのである。いずれ

のケースでも、実現した所得が行動の制約条件に入ってくるはずだから、ケインズ型の消費

関数をその基盤に想定するしかない。

ここでいう普通の消費者たちとは、多分ケインズが 一般理論 第三篇、消費性向 の箇

所で暗に思い描いていたはずの人間集団を指す。したがって、ケインズ経済学のミクロ経済

学的基礎ではなく、あえてミクロ的基礎を詮索すると貌を出すのは、合理的経済人などでは

なく、この種の普通の人々なのである。彼らは浪費や吝嗇、見栄や自尊心といった人間的属

性を備えた個人として消費の現場に、貨幣賃金率に固執する労働者として雇用の現場に、さ

らには 美人投票 の比喩で語られるようなスタンスで投機に走ったり、不安に駆られて流

動性という港に避難したりする大衆の一員として金融の現場に、それぞれ貌を出す。つま

り、彼らは経済学の実験室で純粋培養された主体ではなく、固有の時代・社会と不可分の存

在なのである。

当然、 一般理論 を構想する際のケインズの思考の原点は一般均衡モデルにではなく、

世紀前半の現実の先進資本主義国経済に置かれていたはずである。ならば、彼が取り扱う

市場経済とは、その時代の政治や社会の諸制度、文化的雰囲気等と不可分のシステムという

ことになる。つまり、それは時代の文脈に組み込まれた経済システムであり、人々の経済行

為である。それらを考察する場合、ケインズはモラル・サイエンティストたらざるをえな

い。では、なぜこの時代にモラル・サイエンスが望まれたのか。

ケインズが直面した恐慌という危機は、両大戦に挟まれた戦間期に起こったという事実に

着目しよう。戦間期には、 世紀型の秩序、システムは既に崩壊しているのだが ）、いまだ

新たなシステムは確立されてはいない。しかも、そのことは経済領域のみならず政治や社

会、文化の領域においても妥当する。 年代は新たなシステムの模索と実験の時代で

もあったわけである。事態は政治、経済、社会、文化、すべての領域において流動的であっ

た。しかも、それら諸領域は孤立しているのではなく、互いに連動している。

移行期には、あらゆるシステムは衝撃に対し脆い。普通ならば吸収されるような衝撃もこ

の期には経済システムを揺るがし、それが社会的不和を増幅させ、再び政治・経済システム

にフィードバックされる。 年代の恐慌とは、たんなる経済の危機ではなく、時代の危機

でもあったわけである。時代の危機を察知し、認識できるためには、専門的価値判断のみな

）大戦後、イギリスは戦勝国であったにもかかわらず債権国から債務国に転落し、パックスブリタニカ的
国際秩序は消失する。アメリカ合衆国は大国として勃興するが、未だその事態に対する自覚を欠く。中欧
に君臨したハプスブルク帝国は崩壊し、小国に分裂し、オーストリアは共和国となる。同様、ドイツも帝
政から共和制に移行する。ロシア革命により帝政ロシアは消失し、ソヴィエト連邦が誕生する。国際貿易
の決済手段である金本位制は崩壊する。



らず、総合的価値判断を必要とする。ここに、危機に対処するためのモラル・サイエンスが

要請される。

ケインズは時代の潮流を解読できる歴史的感性、超高感度のレーダーのようなものを備え

ていたようである。それゆえ、彼は異変を経済領域においてのみならず、広く時代の文脈の

中で読み解くことができた。ある意味では、ケインズは知的スノッブであるがゆえ、経済シ

ステムの危機を時代の危機として知覚・認識できたことになる。しかし、知的スノッブと

は、専門主義の立場からみた一般知識人、ジェネラリストに対する蔑称ではなかったか。

ケインズの経済学は常に専門主義の立場から解釈され、その結果、 一般理論 は新古典

派体系の一特殊ケースに位置づけられることになった。たしかに、ケインズが取り組んだ危

機は、今日からみると経済危機の一つの特殊ケースにすぎないのかもしれない。新古典派の

マクロ経済学を危機管理マニュアル書に喩えるならば、それはケインズ・ケースという一症

例に相当する。専門主義とは、かかるマニュアルを充実させ、それに依拠し、事態に対処し

ようとする知的スタンスを指す。しかし、危機管理とは本来矛盾した概念ではないか。危機

が管理できたならば、それはもはや危機とは呼べない。歯痛がいかに当事者にとって深刻な

ものであろうと、それは歯科医によって対処できるものであるから、危機とはいえない ）。真の

危機は常に硬直的なマニュアルの間隙を衝いて生成する。

． 世紀の文化とケインズ

ケインズの誕生年、 年は、経済学の世界では次のように認識されてきた。同年、

シュンペーターが生まれ、カール・マルクスが没した、つまり 年とは、 世紀の巨

人が世を去り、同時に 世紀を代表する二人の偉大な人物が誕生した経済学における世代交

代の象徴的な年であると。ケインズの業績を経済学という専門分野からの視点で把握するの

であれば、この認識で事足りよう。しかし、モラル・サイエンスという視点からの接近を試

みるのであれば、縦の流れだけではなく、横方向、つまり異分野との関連にも目配りをしな

ければならない。

年は文化史の上では作曲家リヒャルト・ワグナーが没した年としても記憶されている

はずだ。同年あるいはその前後に生まれ、ケインズと同じ時代の空気の中で生き、 世紀前

半に創造的才能を発揮した人たちを列記してみよう。 年には建築家でバウハウスの創設

者ワルター・グロピウス（ドイツ）、ファッションデザイナーのガブリエル・シャネル（フ

ランス）、思想家ホセ・オルテガ・イ・ガセット（スペイン）が、 年には作曲家イーゴ

リ・ストラヴィンスキー（ロシア）、 年には画家パブロ・ピカソ（スペイン）が生まれ

ている。彼らはケインズと同世代であり、共に 世紀前半、西ヨーロッパで活躍している。

ピカソとストラヴィンスキー、シャネルらはセルゲイ・ディアギレフの主宰するロシア・

バレエ団（バレエ・リュス）を介して互いに交流を持つ。ケインズもまた、ロシア・バレエ
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団のイギリスでの興行には深く関わる ）。ケインズがバレエの愛好家であったことは伝記な

どからも知ることができるのだが、彼が足繁く通ったロシア・バレエ団がどのような団体で

あったかまでは詳述されてはいない。ロシア・バレエ団はその名が示すようなロシアの古典

バレエ、例えば 白鳥の湖 眠れる森の美女 ドン・キホーテ 等々のような諸作品を売

り物にしたカンパニーではなかった。ディアギレフが指向したのは、ニジンスキーやストラ

ヴィンスキー、ピカソ、シャネル、ジャン・コクトーといった異分野にわたるタレントたち

の協働作業によって創造される前衛総合芸術としてのバレエなのであった。ディアギレフの

手を介してバレエは 世紀前半、具体的には 年から 年までの期間、文化の先端を切

り拓く存在として輝く ）。ケインズが接触したバレエ団とはそのような存在であった。この

ことは銘記されるべきであろう。

ケインズをこのバレエ団に惹きつけたのは、たんにリディア・ロポコヴァの存在だけで

あったのか。おそらくそれだけではあるまい。他の副産物も彼は享受しえたはずである。ダ

ンサーやコレオグラファー、多彩な芸術家や文化人等、ロシア・バレエ団を構成し、取り巻

くこれらの人たちとケインズは何かあるものを共有していた、と考えてみてはどうか。しか

も、そのあるものとは、ケインズと同時代の古典派経済学者たちには欠落していた何かで

あった、と想定してみる。

ストラヴィンスキーの作品についてロシアの後輩作曲家 ショスタコーヴィチは興味深

い発言を残している。引用してみよう。《詩篇交響曲》には特別な思い出が残っている。そ

の総譜を入手するや、わたしはすぐさまピアノ四手用に編曲し、教え子たちに見せた。それ

が構成の面ですべてうまくいっているわけでもないのに気づく。それはぞんざいに仕上げら

れていて、やや粗雑である。継ぎ目が露わに示されているのだ。この意味では、《三楽章の

交響曲》はその欠陥がもっと露わになっている。もっとも、ストラヴィンスキイの場合、こ

のようなことはしばしば見受けられ、その構成は建設現場の足場のようにごつごつしてい

る。そこには流れもなければ、接続樂句（ブリッジ）もない。このことがわたしをいらだた

せる。しかし一方では、このような明晰さのために聴衆には聞きやすくなっている。たぶん

ここに、ストラヴィンスキイの人気の秘密のひとつがあるにちがいない。 ）

この短い引用文の中には、われわれが 一般理論 に言及する際に使えそうな章句が散見

されるではないか。 一般理論 は、他の古典的著作、例えば ヒックスの 価値と資

本 等と比較した場合、純粋にアカデミックな視野からすると、難点を抱えているようにみ

える ）。理論体系の整合性や優美さ、章ごとのトーンの統一といった側面から考察する

と、それは構成の面でうまくいっておらず、ぞんざいで粗雑に仕上げられているようにみえ

てしまう。たしかに、ケインズの作品は仕上げの優美さを欠いており、構造むき出しの建設

現場のようでもある。しかも、使用者費用に言及した部分のように、その後の論理展開が図

られず放置されたままの箇所も散見される。しかし、それにもかかわらず、あるいは、それ

）後のケインズ夫人リディア ロポコヴァはロシア バレエ団のスターダンサーでもあった。
〔 〕、鈴木晶〔 〕参照。
）塩田眞典〔 〕参照。
）ソロモン ヴォルコフ〔 〕 ページ。
）例えば、理論的に詰められている 第十一章 資本の限界効率 と時論風に書かれた 第十二章 長期
期待の状態 とではかなりスタイルが異なっている。



ゆえにというべきかもしれないが、この作品は構造むき出しの明晰さゆえ、難解さにもかか

わらず独特の説得力をもつ。ケインズが提示しようと試みたのは、標準的テキストにみられ

る精巧緻密なマクロ経済モデルなどではなく、危機に直面したマクロ経済システムの状況を

大胆にデフォルメした 作品 であったのではないか。余分な枝葉（諸変数）が削ぎ落とさ

れ、専門家の眼からは過度の単純化と見えるほどに大胆にデフォルメされているがゆえに、

ことの本質がよく把握されるのである。

仕上げの粗さ 構造むき出し 大胆なデフォルメ 、これらは同時代のストラヴィン

スキーの諸作品 ）やキュビズム以後のピカソの諸作品と共通する特質ではなかったか。こ

のことは、ケインズが当時文化の先端部分を担っていた人たちとある種の精神を共有してい

たことを示唆する。それはあえていえば、アヴァンギャルドの精神、大胆な実験精神としか

呼びようのないものである。ケインズは経済システムの危機に対するに、アヴァンギャルド

の精神で挑んだ。ただし、ケインズの古典派体系からの離脱は、 年から始まる恐慌に

よってではなく、第一次大戦後の 年代からだという点に着目しよう ）。 年代は文化

史の上ではアヴァンギャルドの時代、実験の時代でもあった ）。このように、ケインズの学

問的変質と文化史上の出来事とは絶妙に呼応する。

ケインズは多分、経済システムの変質とそれが直面した危機を他の経済学者より素早く察

知し認識できる位置にいたようである。まず、実務家として彼は現場の知識に接する機会に

恵まれていたがゆえに、経済活動の現場で起こった異変をいち早く察知できた。理論家とし

て彼は古典派体系のドグマから脱却しつつあったがゆえに、認知不協和に陥ることなく事実

を事実として受容できた。しかも、政治や社会、文化等、他分野にも嗅覚が利いたがゆえ、

その危機を総合的に理解でき、時代の危機として認識できた。後は説得あるのみである。危

機を生み出したメカニズムを大胆にデフォルメされたマクロモデルでとりあえず示し、対処

法を提案する。このようにして、ケインズは経済学でアヴァンギャルドを試みたのではない

か。

ケインズが学問上目指したのは、 世紀風の壮大な体系でも 世紀風の精巧緻密な体系で

もなかった。 人物評伝 の中で述べているではないか。 経済学者たちは、四つ折り版の栄

誉をひとりアダム・スミスだけに任せるべきであって、その日の出来事をつかみとり、パン

フレットを風に吹きとばし、常に時間の相の下にものを書いて、たとえそれが普及の名声を

得ることがあるにしても、それは偶然によるものとしなければならない ）と。

ケインズは教条主義とは無縁の人であったようだ。時間の相の下で流動的に揺れ動く経済

システムの現状とそれが抱える課題を的確にとらえ、フットワーク軽くモデルを構築し、対

処法を提案する。これが経済学者としての彼の精神的スタンスなのであろう。その際、対象

となる経済システムは、固有の時代・社会から切り離された理論モデルとしてではなく、そ

の中に組み込まれた実体として把握されなければならない。政治や社会、文化領域での出来
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）《詩篇交響曲》の作曲は 年、《三楽章の交響曲》は 年である。船山隆〔 〕参照。
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事も経済の動向と連動しているであろうから、当然、経済以外の領域、非専門領域への目配

りも欠かせない。ケインズに備わっていたこのような知のベクトル、専門性志向と対立する

総合化のベクトルこそがモラル・サイエンスとしての経済学を要請する。

専門性、純粋科学志向 対 総合性、モラル・サイエンス志向 の図式で考えてみよう。

世紀前半、経済学のみならず他の科学分野においても専門性志向が時代の潮流であったは

ずである。ところが、ケインズは経済学という専門分野に位置しながらも、流れに逆行する

総合性志向というスタンスを保つ。多分、同時代の他の経済学者よりも醒めた眼で彼は経済

学と接していたはずだ。つまり、彼は境界人（マージナルマン）なるがゆえに変革を起こし

えたのである ）。

歴史的時間の流れの中で固有の社会と複雑にからみながら揺れ動く経済の実態を的確に把

握し、対処法を提示するケインズの危機への接し方、思考法は、固体測定法ではなく流動体

測定法に喩えられるのではないか。ただし、固体測定法はテキスト化され継承できるのに対

し、流動体測定法はある種の直感、センスに依拠したものであるだけにテキストによる継承

は不可能となる。ケインズ没後 一般理論 は固体測定法としてテキスト化され、ケインジ

アンのマクロモデルとして継承されるが、そこにはモラル・サイエンスと繋がる直感、セン

スは欠落したままである。さらに、マクロ経済学はケインジアン・モデルを一特殊ケースと

して包括する固体測定法をベースとした膨大な危機管理マニュアル書として完成する。

では、そこに欠落している直感、センスとはどのような類のものを指すのか。ケインズは

経済の実態を考察する際に、大衆社会的要素を直感的に察知していたはずである。大衆社会

を示唆する表現は 一般理論 中にも散見される ）。大衆社会、それはケインズと同世代の

思想家オルテガが分析対象とした社会であった。ケインズは決して無地のキャンバスに描い

たのではない。オルテガ ）が分析した社会という 地 の上にマクロモデルを描いたので

あった。それはちょうど、シャネルのスーツがグロピウスの創設したバウハウスの建築物や

家具類とうまくフィットするのと同じ現象なのである。同時代を生きる創造的精神が分野を

超えて共鳴作用を引き起こす現象としてしか、それは定義しようがない類のものなのであ

る。
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