
   素人による経済学説史の学習ーその１ 

わかみず会（2018.6.6） 
            鈴木利一 

◯採り上げた二書 
　『経済学をめぐる巨匠たち』（小室直樹、ダイヤモンド・グラフィック社、2004） 
　『思想としての近代経済学』（森島通夫、岩波書店、1994） 

◯小室直樹（1932-2010）紹介 
東京生まれ、京都大学理学部数学科卒業、大阪大学大学院経済学研究科、東京大学大学院法学政
治学研究科修了。フルブライト留学生としてアメリカ留学。 
著書に『危機の構造』（ダイヤモンド社）、『ソビエト帝国の崩壊』、『韓国の悲劇』『国民の
ための経済言論Ⅰ、Ⅱ』（以上、光文社）、『「天皇」の原理』（文藝春秋）、『小室直樹の資
本主義言論』、『日本人のための経済言論』、『数学嫌いな人のための数学』、『論理の方法』
（以上、東洋経済）、『日本の敗因』（講談社）、『小室直樹の中国言論』、『日本人のための
宗教言論』（以上、徳間書店）、『資本主義のための革新』（日経BP）、『痛快！憲法学』、『日
本人のためのイスラム言論』、『日本国憲法の問題点』（集英社）他多数 
大衆啓蒙書が多い。ソ連の崩壊を予測して有名に。「奇矯な評論家」。 

◯森嶋通夫（1923-2004）紹介 
京都大学経済学部卒業、阪大教授、ロンドン大学教授。 
著書に『イギリスと日本』、『続イギリスと日本』、『サッチャー時代のイギリス』、『政治家の
条件』（以上、岩波新書）、『学校、学歴、人生』（岩波ジュニア新書）、『無資源国の経済学』
（岩波全書）、『自分流に考える』、『なぜ日本は「成功」したか』（TBSブリタニカ）、『ワ
ルラスの経済学』、『リカードの経済学』、『マルクスの経済学』、『ケインズの経済学』 
「日本でノーベル経済学賞に最も近い学者」と言われたことがある。 

◯『経済学をめぐる巨匠たち』（小室直樹）に記載されている経済学者 
トマス・ホッブズ／ジョン・ロック　　経済学を生んだ思想 
アダム・スミス　　　　　　　　　　　経済学の父は何を考えたのか   1723ー1790 
デビッド・リカード   最高の理論家が発見した国際経済学の原理 1772ー1823 
ジェレミー・ベンサム   快楽の最大化が正しい経済行動 
ジョン・メイナード・ケインズ  マクロ経済学の誕生    1883-1956 
カール・マルクス   驚嘆すべきは資本主義    1818ー1883 
マックス・ヴェーバー   定説を覆した資本主義発生のメカニズム 1864-1920 
ヨーゼフ・アロイス・シュンペーター 資本主義を発展させるダイナミズムとは  1883-1950 
レオン・ワルラス   経済学を科学にした男    1834-1910 
ジョン・リチャード・ヒックス  「使える」経済分析ツール   1904-1989  
ポール・アンソニー・サムエルソン ”馬”にでも分かる経済学 
高田保馬    日本に経済学の道を拓いた先駆者  1883ー1972 
森嶋通夫    日本が生んだ世界に誇れる経済学者 
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大塚久雄    資本主義の探求に生涯をかける 
川島武宜    私的所有権こそ資本主義の急所 

◯『思想としての近代経済学』（森嶋通夫）に記載されている経済学者 
リカード   分配と成長の一般均衡理論 
ワルラス   「価値自由」の提唱／大衆間の完全競争 
シュンペーター   エリート主義の経済学／エリートの転身 
ヒックス   市場の類型学 
高田保馬   人口と勢力 
ヴィクセル   資本理論と人口 
マルクス   経済学的歴史分析  
ウェーバー   合理的行動の社会学／倫理と経済／私企業官僚制 
パレート   脱合理的行動の社会学／エリート層内の興亡  
フォン・ミーゼス  自由放任の予定調和／社会主義と価格機構 
ケインズ   新ヨーロッパの構想／セイ法則の清算 

　二人に共通に取り上げられている学者（編みがけしてある）（アダム・スミスを例外として）を採用する。
直接原文を調べず、解説文から理解しようとする場合、複数の解説文を採用した方が、少しは客観性が保た
れると考えたからである。とはいえ、小室は森嶋の弟子を任じているから、同じ角度から切り込んでいる可
能性は否めない。 

【まえがき】から 
◯『巨匠』（小室）から 
経済学の扱う対象は唯一つ「近代資本主義」だけである。 
それ以前の研究は、経済史であり、歴史の範疇である。 

言葉の使い方について 
レッセ・フェール（自由放任）を唱え市場ベスト主義を信奉する学派を総て古典派と呼ぶ。 
それに反対する学派をケインズ派と呼ぶ。 
両者の識別条件は「セイの法則（Say’s law）」にある。 
この法則を公理とする学派を古典派、否定する学派をケインズ派と呼ぶ。 

◯『思想』（森嶋）から 
NHK教育テレビ「人間大学」講座（1993年7月ー9月放映）のテキストを拡充したもの。 

（序章　近代経済学私感） 
　リカードこそ近代経済学の父である（アダム・スミスは取り上げていない）。 
リカードとマルクスは理論的に非常に似ている。したがって、マルクスも近代経済学者。 
リカードの差額地代論とワルラスの希少性理論は、本質的には酷似している。マルクスはリカード
の影響を受けている。したがって、リカード、マルクス、ワルラスを近代経済学の第一世代と考え
る。リカードの偉大な後継者はマルクスとワルラスである。 
　需要と供給の関係に関するマルクスの記述（売り手と買い手の競合によって価格がきまる）と、
ワルラスも同じ市場感（＝「中近東の市場」）を持っていた。 
伝統的に経済学は、企業は利潤の極大を追求し、個人は効用の極大を追求する場としての市場（＝
「中近東」型）を考えていた。 
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　しかし、現実の経済は、需要によって価格が変化する市場と、価格が固定されていて、市場で
受給数量が調整される市場がある。 
　リカード理論にもワルラス理論にも、実は、価格固定的な市場があった。経済学者は前者（自
由な市場）に注目してきたが、1960年代後半から近代経済学者の眼には、市場は一様ではなくなっ
た。 
　同様に、取引される財も一様ではなくなった。財には「耐久財」と「消耗財」（＝「非腐敗財」
と「腐敗財」）に分かれる。同じ扱いをすることはできない。 
　経済主体自身も変化してきている。利益極大を求める資本家と最大の効用を求める労働者とい
う分類から、企業者と資本家は区別されねばならないし、工場労働者と事務労働者（快楽主義者
というよりも「出世主義者」というべきか）という分岐も出てきた。経済主体が多様化すると、
経済システム内の行動様式（モデル）も多様化する。 
　こうした現実の変化に対応するために、リカード、マルクス、ワルラスの原型を、近代経済学が
どのように変形させてきたかを見る。 

リカードのセイの販路法則「供給はそれ自身の需要をつくる」の扱いは重要である。 
マクロ経済学の命題としては、通常「総貯蓄（すなわち貨幣や証券での形の貯蓄と実物での貯蓄
の和）はそれ自身に等しいだけの総投資をつくる」と解釈される。 
ここではミクロ経済学（市場問題）の視点から考察する。ミクロのセイ法則が成り立てば、マク
ロのセイ法則も成り立つからである。 
ところが、現実の経済ではセイ法則は成立しない。理論としてのセイ法則を解体したケインズの項
で考察する。 

【スミス】（『巨匠』） 
◯アダム・スミス（経済学の父は何を考えたのか）（1723ー1790） 
＊一般に「経済学の父」とは、アダム・スミスを指す。『思想』にはスミスの項はないけれど、こ
こには経済学の重要な概念があるので、例外的に採り上げることにする。 
『国富論（諸国民の富）』（An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations）は1776年に上梓された。経済学は新しい学問なのである。 
スミスの基本思想ーそれは市場の自由に任せておけば「最大多数の最大幸福、パレート最適」
（the greatest happiness of the greatest number, Pareto optimality）は自ずと達成される。
＊さらにパレート(1848-1923)によって「最大多数の最大幸福」は「パレート最適」という概念
に置き換えられた。「パレート最適」とは、他の誰かが効用を悪化させない限り、どの人の効用
も改善することができない状態（第４章（ベンサム）、およびWikipediaより） 
＊スミス自身が「パレート最適」を主張したはずはない。時代が違う。 
＊パレートは『思想』には出てくるが、『巨匠』には出てこない。 

経済の繁栄を求めるならば、市場を開放せよ、規制など綺麗さっぱり捨て去って了え。自由市場
経済を実現すれば、社会は「最大多数の最大幸福」を達成できる。フランス人はこのことを「レッ
セ・フェール（自由放任）」と呼んだ。 

自由経済がもたらす「最大多数の最大幸福」とは一体如何なるものか、どうも哲学的で釈然とし
ない。実はこの点について、スミス自身もはっきりした事は何も言っていない。（この用語は、
スミス以前に、ベンサムが幸福論で語っている。wikipediaより） 

 3



＊ベンサムは『巨匠』にあって『思想』にはない。 
　その答えを示したのはリカードである。古典派の始祖はアダム・スミスとされているが、古典派
の理論的な礎を築いたのは実はリカードである。 
　市場の自由、資本主義の諸法則を徹底的に追求すれば必ず「最大多数の最大幸福」に落ち着く。
だが長期的に見ると、終いには起業家の利潤率はゼロになり、労働者の賃金は最低レベルの生活
を辛うじて維持できる水準まで落ちる。究極の状況ではそうなってしまう、とリカードは指摘し
た。（＊説明がなく、ここでは全くわからない。） 
　確かに、企業は利潤を最大化すべく計画を立て、努力するものの、利潤が最大になったからと
いってプラスになるとは限らない。（＊２次関数の最大値がマイナスになる例示をする。さらに、
マルサスの『人口論』を引用し、市場原理に任せて極限まで追及された「最大多数の最大幸福」
は、実に惨憺たるものになりうる、といっているが、説明になっているとは思えない。リカード
の項にも説明はない。） 

　市場原理に任せて、極限まで追及された「最大多数の最大幸福」は、実に惨憺たるものになり
得ることを指摘したままで、リカードは「その先」については一言も触れていない。 
　マルクスは経済を軸に「社会の行く末」を分析した。 
　シュンペーターは、資本主義が機能し発展し続けるためにはイノベーション（革新）が必要だと
説いた。「創造的破壊」である。 

　資本主義下の価値法則ーつまり、モノの価格が決まる仕組みを研究するのが経済学であった。 
ケインズによってマクロの視点が齎されるまで、経済学とは、すなわち、即ちミクロ経済学だった
のである。 
＊ミクロ経済学とは。経済主体の最小単位と定義する家計（消費者）、企業（生産者）、それら
が経済的な取引を行う市場をその分析対象とし、世の中に存在する希少な資源の配分について研
究する経済学の研究領域であり、最小単位の経済主体の行動を扱うためミクロ経済学と呼ばれ
る。wikipediaより 

　スミスは当初、モノの価値は「人々がそれをどれくらい欲しているか」によって決まると考えて
いた。多くの人が求めるモノは価値が高く、従って価格も高くなるというわけだ。これだと矛盾
が起きる。水とダイヤモンドの例。そこでスミスはモノの価値は「それを作るためにどれだけの
労働を要したか」によって決まるという学説を打ち立てた。「労働価値説」である。 
　スミスの当初のアイデア「効用」説を「限界効用説」として発展させた人たちがいる（ワルラス、
ジェヴォンズなど）。 
　限界効用とは、追加（消費）された最後の一単位が齎す効用の事である。「限界効用説」では、
モノが人々に齎す効用は消費量が増えるにつれて次第に薄れていく。ビールの例。水とダイヤモン
ドも、日々大量に消費する水より、初めて買う一粒のダイヤモンドの方が限界効用ははるかに高
く、従って価格も高くなると考えた。 
　ここにも問題があった。消費量が増えるにつれて減少（逓減）してゆく「限界効用」を、いか
にして測定するのかという問題である。測定できなければ理論として不完全である。 
　「限界代替率」なる概念を導入して、限界効用測定の問題を一気に解決したのがワルサスの弟子、
ヴィルフレード・パレート（1848-1923）である。曰く、単一のモノの絶対的な限界効用を測定
することはできないが、二つのモノを等価交換する際の交換比率によって想定的な価値を測定す
ることはできる。 
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　ケインズより前の経済学はスミスの思想・学説を起点に議論を繰り広げ、新たな理論を生み出し
てきた。だが労働価値説にしても、市場の自由こそが「最大多数の最大幸福」を導き出すという
古典派の基本思想にしても、理論的に完成させたのはリカードである。 

【リカード】（『巨匠』） 
◯デビッド・リカード（最高の理論家が発見した国際経済学の原理）（1772ー1823） 
　自由市場主義の思想は、マルクス、ケインズによって徹底的に叩かれたが、その後復活。現在
は「古典派vsケインジアン」がマクロ経済学の二大潮流になっている。 
　スミスが提唱したレッセ・フェール（自由放任）が200年以上の時を経て今も世界中で広く語
られているのは、スミスその人よりもデビッド・リカードの功績によるところが多い。スミスの
主張や古典派の基本思想を理論的に完成させたのはリカードである。 
　リカードの最大の理論的発見は、国際分業の原理として確立した「比較優位説（比較生産費
説）」とも言われている。国内市場のみならず、国際貿易においても自由市場（貿易）主義を実現
すれば、貿易を行う双方にとって益となることを理論的に証明した。このことをリカードは、二
国、二材、一生産要素（労働）のモデルを用いて示した。 
ポルトガル：ぶどう酒１樽、毛織物１反を各々生産するに必要な労働＝年間一人分 
イギリス　：ぶどう酒１樽に年間20人の労働、毛織物1反に年間2人の労働 
ポルトガルはぶどう酒１樽の輸出で毛織物10反を輸入できる 
イギリスでは、２０人がかりで作っていたぶどう酒１樽を二人で生産できる毛織物１反と交換で
きる 
 P（ぶどう酒）＝１労働日　　　ポルトガルでぶどう酒１樽を作るに必要な労働力 
 P（毛織物）＝１労働 日　　　　ポルトガルで毛織物１反を作るに必要な労働力 
 E（ぶどう酒）＝２０労働日　　イギリスでぶどう酒１樽を作るに必要な労働力 
 E（毛織物）＝２労働 日　　　　イギリスで毛織物１反を作るに必要な労働力 
ポルトガルはぶどう酒に、イギリスは毛織物の生産に特化して貿易を行えば、両者とも貿易前より
多くのものを得ることが出来る。 
アダム・スミスも分業と交換の経済メリットを説いているが、スミスが展開したのは「絶対優位」
の分業論である。絶対優位の分業論とは、自分の得意な分野に特化した分業による生産拡大のメ
カニズムである。当時はこれが当たり前であった。 
　リカードはこの問題を絶対的な生産費ではなく、二財の生産費の比率を相手国のそれと比較し、
それぞれの国が想定的に有利な財の生産に特化することによって、自由な貿易が双方の国に益を
もたらすことを証明した。比較優位説は経済学のみならず、社会科学史に残る画期的、かつ重大な
発見だったのである。 

リカード説の中心「セイの法則」とは 
　リカードは様々な理論を打ち立てたが、比較優位説と並んで、もう一つ重要なのが「セイの法
則」（Say's law）を理論の中心に据えたことである。 
　セイの法則とは、市場に供給されたモノは必ず売れるーという驚くべき法則である。 
個々の市場ではモノが売れ残ることはあるだろうが、国全体の市場を見渡せば、需要は必ず供給
と等しくなる。要するに、総供給に等しいだけの総需要が生まれるという「デマンド・オン・サ
プライ」の思想ーこれがセイの法則である。 
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リカード以降の学者は暗黙のうちにセイの法則を前提にしている。セイの法則を否定しているはず
のマルクスも然り。「商品は貨幣に恋をする。しかし、その恋路は滑らかではない」 
→モノが売れ残る可能性を指摘した。しかし、 
  ＝＞この文章を（webに）入力すると「資本論」が出てくる。意味解析をやってい
る。！！（＊） 
「再生産表式」を説明する際、セイの法則を前提にしている！！！（web にはマルクス派らしき
反論が出てくる） 
　シュンペーターも「セイの法則は資本主義の初期にだけ通用するような法則だ」と言っておき
ながら、自身が経済理論を展開するときには、いつの間にか前提としている。 

セイの法則がもたらした問題 
　多くの学者たちがセイの法則を前提に理論を展開したため、ものすごい理論公害が起きてしまっ
た。「総供給に等しいだけの総需要が生まれる」という前提が成り立つ限り、供給過剰は起こり
えない。供給過剰が起きるのであれば、過剰による損失をなくすために企業は生産を調整し、雇
用も調整されて失業が発生することになるが、リカード以降、古典派の学者が脈々と愛用してき
たセイの法則下では、深刻な失業などは起こりえないことになる。・・失業→倒産→再出発のプ
ロセスは何度も繰り返されるが、不景気なんてそう長くは続かない。放っておけばそのうち回復
するのだから、躍起になって失業対策を講じる必要もないわけだ。実際、ケインズより前に書か
れた経済学のテキストは失業について何も論じていないのである。 
　市場を自由にしておけば、すべてうまくいく、失業は出ないという古典派の主張を、本当の意
味で批判したのはマルクスとケインズである。マルクスは、自由市場経済の上に築かれる資本主
義は貧富の格差を生むと批判し、ケインズは、そもそもセイの法則を前提としているところに落
とし穴があり、資本主義下では失業の発生は避けられない場合もあることを指摘した。 
　市場の自由と失業をめぐる「古典派vsケインジアン」の論争は今も続いている。 

【リカード】（『思想』） 
◯リカードー分配と成長の一般均衡理論 
　生産できない商品（例：没した巨匠が描いた名画の価格）は無視する（後年「希少性理論」と
して理論化される）。「生産できない財」としての土地も、ここでは無視する（地代論は「希少
性理論」ー供給（存在量）は固定されており、需要との関係で供給がいかに少ないかで価格がき
まるーとして扱われる）。 
　生産によって供給を増加し得る商品の価格決定問題を扱う。そのような財の価格は、正常利潤
を含めた単位当たりの生産費で決まる。生産には労働とその他の生産財（原料や機械消耗分）ー
それも投下された労働であるーを要する。正常利潤が高くない場合は、労働価値は価格の近似値
の役割を果たす。リカードは賃金単位で図られた価格の近似値をうるために労働価値説を使った。
彼にとっては、労働価値説はそれ以外や以上の意味はない（と、森嶋は注２で断定している）。 
（＊労働価値の比率が大きい場合は、これでもよいが、労働以外の生産財の比率が大きくなった
場合についてはわからない。） 
　 
　価格論と並行して、需給均衡論を展開する。 
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簡単なモデルを作って、経済の発展を予測する。そのモデルとは、農業は一種類の生産物（穀物）
しか産出しない。製造工業には複数の産業があり、それぞれ一種類の消費財か機械か原料を生産
する。 
　リカードの経済は、三階級（労働者、資本家、地主）、多産業（一農業、多くの製造工業）、
一労働市場の経済である。土地は、当初は十分広く、したがって地代はゼロであり、土地は均質
である。地主には所得、購買能力はない。資本家は彼らが得た利潤は、すべて余剰生産物に投資
され、こうして得た余剰生産物は全部投資される。生産されたものは全て受容されるから、セイ
法則が成り立っていることになる。 
　以上を前提として、リカードは、いわばシミュレーションを行ってリカード経済学の３つの結
論を得る。賃金が労働者の生存可能水準以上のものであり、したがって人口が増大しつつある経
済のもとでは、 
(1)利潤率は下落し続ける、 
(2)農産物価格が騰貴し、実質賃金は減少し続ける、 
(3)地代は増大する、（農地の限界までに達すると地代が発生する） 
の３法則が成り立つ。こういう状態はついには利潤率はゼロ、実質賃金は生存するのにぎりぎり
一杯の水準に低下するまで続き、そこで人口増加はなくなり、経済成長は静止してしまう。 
　こうした危機感からリカードにイギリスの純粋工業立国を決意させる。国際貿易の比較生産費
説を展開し、穀物条例の撤廃に貢献する（リカードは庶民院（下院）の代議士でもあった）。 

　リカードは、マルクスだけでなく、ワルラスとも非常によく似ている。各々別個の学派を形成
したとみられているが、経済の発展に関しては共通のビジョンを持っていた。彼らの共通の弱点
は、セイ法則に立脚していることにある（と、森嶋は主張している。マルクスはセイ法則を批判し
ているにもかかわらず）。 

【ワルラス】（『巨匠』） 
◯レオン・ワルラス（経済学を科学にした男）（1834-1910） 
　数理経済学の始祖、さらに精緻化したのが、パレート、ヒックス教授、サムエルソン博士。 
ワルラスは経済学を「科学」に高めた、と言われる。 

　ここでマルクスの誤りを解説する。 
労働価値説（モノの価値は投入された労働時間によって図られる）。 
同じ労働時間を投入しても熟練工と見習い工では大きな差が出る。熟練工の１時間＝見習い工の
５０時間、この換算率が必要になる。マルクスはこれを「市場のメカニズムによって決まる」と
した。 
　投下された労働時間が商品の市場価値を「決める」としつつ、労働の実質的価値は市場で「決
まる」というマルクスの学説は循環論に陥っているとして批判を受けた。 

　社会現象において「総ては、総てに依存する」という実態を、マルクスは理論的に説明するこ
とができなかったのである。 
　マルクス以外にも多くの経済学者を悩ませた「相互連関」ーひとつの社会現象は、他の全ての
社会現象に依存するという実態を、ワルラスは一般均衡理論によって解明し、それまで科学とし
て認められていなかった循環論的説明にも救いの手を差し伸べた。 

 7



　ワルラスはまず２財の交換がどのように展開されるかを考察し、これをベースに多数財の交換、
競争均衡を分析した。モノの価格は需要と供給の均衡点に決まるという事を、多数の財が同時に
交換され、相互に作用しながら各財の価格が決まっていく現実的なメカニズムの中で、連立方程
式体系の解として説明したのである（？）。 
　例えばパンの価格は、現実にはパンの需要と供給だけで決まるわけではない。米や蕎麦やパス
タなどの代替品の価格が安ければそちらへ流れるだろうし、ジャムやバターなど付随して消費され
る商品の価格にも影響されるだろう。もちろん、商品としてのパンの価格には、原料となる小麦
粉の価格も大いに影響する。このような価格の相互依存関係を、ワルラスは数学的に定式化した
のである。 
　 
①変数を分離、②原因と結果がリニアな関係にあることを証明できるよう「条件を制御」する。
原因と考えられるすべての条件を一定にし、一つの条件だけを変数として分離して、これを動かす 
→原因と結果のリニアな因果関係が解明できる 
＊LPみたいなものだろうけど、実際にやれる？ 

　ワルラス理論を数学的に定着させたのが、ヒックス教授である。さらに時間的要素を織り込ん
で動学的な分析に発展させた。 

【ワルラス】（『思想』） 
◯ワルラス（１）ー「価値自由」の提唱 
　ワルラスの社会主義は産業の国有化ではなく、土地の国有化であった。 
彼は「経済発展とともに土地価格は今後激騰するであろう」ことを、経済理論的に証明すること
によって、彼の「土地私有は悪だ」という信念を科学的に正当化しようとしたのである。 
彼は「科学」と「社会主義」を切り離し、『純粋経済学要論』（『要論』1874）では経済学は 
 純粋理論（純粋経済学）（経済の動きを分析する自然科学） 
 応用経済学（純粋経済学を利用して政策的分析をなす） 
 社会経済学（純粋経済学を使って、道徳的に正当とみられる経済社会について論じる） 
に分けた。 
　森嶋は、ワルラスが科学的分析と価値観を分離して考える思考方法は、自分の経済学の保全策
として主張された、と言っている。貧しかった彼は、雑誌に投稿しても彼の「土地国有化」構想
が編集者の反感をかって、採用されなかった、という。 
科学的分析と価値観を分離して考えるという思考方法は、自分の経済学の保全策として主張され
たのである。 
　第２、第３の分野には見るべきものはない、純粋理論の研究に手間取ったから。 

　彼が理想とする経済は、土地が国有化された経済であり、いかに彼が理念的に支持しようとも、
純粋経済学の領域では考慮されることはなかった。それは社会経済学に委託された。 
　ワルラスは、初期の段階、『要論』以前から土地国有化構想を持っていた。 
『要論』では、 
「発展しつつある社会では、 
(1)労働の価格すなわち実質賃金は著しく変化せず、 
(2)土地用役の価格すなわち地代の価格は著しく高騰し、 
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(3)利子率はかなり目立って下落する。 
（「発展しつつある社会の価格変動法則」と呼ばれている？） 

マルクスでは(1)は(1’)「実質賃金は低下する」、(3)から資本の利潤率の低下→産業の行き詰まり 
→産業の国有化、社会主義化を主張した。 
ワルラスは、(2)を強調して、（理念的には）土地国有化を主張した。 
マルクス：科学的産業社会主義 
ワルラス：科学的土地社会主義 

【ワルラス】（『思想』） 
◯ワルラス（２）ー大衆間の完全競争 
「発展しつつある社会における価格変動法則」→「科学的土地社会主義」 
「価格変動法則」は、システムがうまく回転することを前提にした時の法則である。 
どの財の需要も供給に等しく、生産に使われないままに放置された機械（資本財）は残っておらず、
労働者だけでなく土地も完全に雇用（利用）されているならば、機構はうまく回転している。 

 ワルラス理論は難しいから、ワルラスのシステムをヒックス流に書き換えて説明する。 
簡単化のために、無限に広い国を考える。地主階級は存在せず、労働者と資本家と企業者からな
る。生産される財は、消費財と生産財であり、貨幣と証券が流通している。 
　消費財にも生産財にも、消耗財と耐久財がある。消耗財は１回、消費か生産に使ったならば、
２度と使うことができない財であり、耐久財とは数回ないし数年にわたって繰り返し使える財を
いう。生産財は、原料は消耗財だが、機械その他の資本財は耐久財である。消費財にも耐久財（テ
レビ、冷蔵庫、自動車）がある。 
　通常の消費財の場合、需要が供給に等しいところで価格がきまる。 

耐久財の場合。 
　一つの耐久財には少なくとも二つの市場がある（中古耐久財市場は、ここでは無視する）。 
自動車を売買する市場と、レンタルで貸借する市場がある。自動車の価格P、レンタル料金p。 
ここでは、直線的減価償却法（１０年）を仮定、 
新車のレンタカーの純収入は  p - 0.1P  純収入率は　(p - 0.1P)/P 
レンタル業と銀行が共存するための条件は、 
 （＊） i = (p - 0.1P)/P  i は銀行の利子 
書き直すと 
 （＊＊） p = (i + 0.1) P 
　今Pで自動車の市場の需給が一致していると仮定し、公式（＊＊）に従ってレンタル料金を計算
したとする。他方、レンタル市場には需給が対峙しているが、それらを均衡させる料金は必ずしも
公式で計算された料金と等しいとは限らない。いまpをレンタル市場を均衡させる料金であるとし、
前出の公式で自動車の価格Pを計算すれば、このPでは自動車市場の需給が均衡するとは限らない
のである。 
　このように耐久財の場合には、均衡すると仮定しても二つの市場が同時に均衡することはあり
えない。（注④二市場に調整機能があるとすれば、一市場とみなすこともできる） 
自動車市場の需給が価格Pで一致していると仮定し、（＊＊）からレンタル料金を計算する。得ら
れたpは、レンタル市場で需給を均衡させる価格とは限らない。 
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逆に、レンタル市場で価格pで需給が均衡していると仮定しても、自動車市場で価格Pで需給が均
衡するとは限らない。 

二つの市場（自動車市場とレンタル市場）の均衡がともに成立するのはどういう場合か。 
　耐久財（自動車）の供給量は、自動車製造会社が生産した新車の総数である。需要には二種類
ある。個人の消費用の需要と、（レンタル業者の需要を含む）業務用の需要である。 
個人の需要は消費需要として処理され、業者のそれは投資として処理される。自動車の需給の均
衡とは、総供給量と、消費需要と投資（業務用の需要）との均衡に他ならない。 
投資は、レンタル業の企業者（やその資本財を購入する各産業の企業者）によって決定される。
どれだけ投資するかは、企業者の見通しによって決まる。投資が生産量を上回る場合もあれば、
その逆もある。（投資も需要ではないか？） 
自由経済であっても、耐久消費財がある場合には、レンタル料pと耐久財の価格Pが（＊＊）に
よって拘束される結果、価格機能（全均衡条件が成立する）は耐久財市場で作動せず、売り残り
や品不足が生じる。（当然。だから需給機能が働く？（＊＊）は作用しなくなる？） 

　以上と同じことは一般の耐久資本財（機械）についても言える。まず企業は機械を新品市場で
購入し保管すると同時に、他方で保管中の機械を生産に使用する。（機械の生産への貢献をどう
評価するかは機械問題の最重要課題の一つだが、その問題を解くため、）企業の生産部門と機械
保管部門との間に機械の生産用役の内部取引市場（レンタル市場）を擬制的に想定する。生産部
門はレンタルで機械の生産用役を保管部門から購入すると考えるのである。各企業は、保管中の
機械がその企業の生産部門で完全利用されるように機械の生産用役の価格p（会計計算用の価格）
を定め、このpを機械の使用費として生産物価格を決める。他方、新品機械の市場には消費需要は
なく投資需要のみがあるから、新品市場の均衡価格Pは、その機械の総供給（生産量）が総投資需
要に等しい点に決まる。しかしこのPとすでに決められたpの間には、公式（＊＊）が成り立つと
は限らない。一般の場合、いかに経済が自由でも、価格機構が正しくー全均衡条件が成立するよ
うにー機能しはしないのである。 

　ワルラスは、「耐久財のディレンマ」（ケインズ問題）に気づかなかった。「セイの法則」を導
入して、耐久財市場の不均衡を見失った。 
ワルラスは、資本供給者としての資本家に対立し、独立に行動する資本需要者としての企業家の重
要性を強調したが、、セイの法則を導入することにより、供給されただけの需要は必ず発生する
と考えた。このことは投資需要者としての企業者は、貯蓄供給者（資本家、地主）の意思に従属
的にしてしまった。 

　現実の世界では、企業者が適当だと判断した投資量よりも、生産量が多ければ、作られすぎで
あるから、生産者は生産を縮小するであろう。また、その逆も。現実の世界では、セイ法則が主
張するように供給に需要が適応するのではなく、逆に生産（供給）が投資（需要）に適応するの
である。投資が少ないところでは、失業が生じる。 

　このような困難は、耐久財の持つ比重が大きくなったこと、生産力が増大したため耐久財につ
いて容易に生産過剰が起こりうるようになったからである。 
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　社会主義国では、セイの法則は成り立たない。社会主義経済は、ある限りの貯蓄を投資に使用
した。それは投資の効率を無視したものであり、不必要な巨大なダムが造られ、不必要に重いト
ラックがつくられた。効率を無視するのだから、生産すべきものは無限にあり、ケインズ型失業
の憂いはなかった。しかし、このような豊満な投資は、果実をほとんどもたらさなかった。 
　自由主義経済ではセイ法則は成立せず、失業が生じるが、社会主義経済ではセイ法則が成立して、
完全雇用が実現する代わりに、長期的な経済の効率は悪い。 

【マルクス】（『巨匠』） 
◯カール・マルクス（1818ー1883）（驚嘆すべきは資本主義） 
　マルクスは、経済法則のみならず、それを支える社会、歴史にも法則性があることを明らかにし、
古典派の説をさらに広げ、一般化したのである。この世の経済、社会、歴史には、それを動かす
一般法則が存在し、人間にはこの法則を操作する力などない。これこそが「疎外」の真髄であり、
マルクスが残した最大の業績である。！！ 
　マルクス主義を滅ぼしたのは、その後継者の無能ぶりにある、と言う。ソ連を滅ぼした直接の
原因は、未完工事とゼロ金利である。経済法則を無視して計画された工場や橋など、累々たる未
完工事こそソ連経済崩壊の元凶である。計画性のない計画経済で国を滅ぼしてしまったのであ
る。　 
　金利をゼロにしてしまったのは、彼らが「利子は悪」と思い込んでいたからである。だが、利
子は経済活動の生命線なのである。利子が発生しないから未払いが蔓延する。モノは作られず、
仮に作られたとしてもまともに流通しない。作るのが面倒なら買った原料は積んでおけば良い、
売るのが面倒なら商品は倉庫に眠らせておけば良い、というわけだ。別に利子がつくわけでもな
いし、給料が減るわけでもない。 
　未完工事とゼロ金利によってソ連経済は全く機能しなくなってしまった。物価に、経済に、市
場に命令を下すとは、これほど恐ろしい暴挙なのである。（『ソビエト帝国の崩壊』（1980）の
論拠であると思われる。） 

　マルクスの思想が廃れたのは、後継者の無能ぶりにあるが、マルクス自身の「限界」もある。 
なぜマルクス経済学は滅んだのか。 
「労働価値説」＝「商品の価値は労働の投入量によって決まる」（リカード説をそのまま引用し
た） 
　リカードとの違いは、リカードが「資本主義はいずれ行き詰まる」というところで分析の手を
止めてしまったのに対し、マルクスは、労働価値説によって「資本主義が行き詰まった後には革
命が起こる」ことを証明しようとした点である。 
　もう一つの欠点は、「労働力の換算」の問題である。 
　労働価値説では「モノの価値は、それを作るのにどれだけの労働時間がかかったかで決まる」
とされている。つまり、１時間で１個しか作れないモノの価値は、１時間で10個作れるモノの10
倍の価値があることになる。熟練職人の１時間と、見習い職人の１時間ではその価値には雲泥の
差がある。商品の価値を算出する際、一体これをどう換算するのか。換算率をどうやって決める
のか、これが「労働力の換算」の問題である。この難題に対して、マルクスは、 
「労働力の換算」＝「労働力の換算率は市場のメカニズムによって決まる」としたのである。 
工賃は高いが腕の確かな熟練工には熟練工の、駆け出しではあるが安い賃金でよく働く見習い工
には見習い工の労働市場が形成される。それぞれの社会的ニーズによって労働力の換算率も自ず
と決まるーと、説明したのである。 
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「マルクスの説明は循環論に陥っている」と批判したのが、オイゲン・フォン・ベーム＝バヴェル
ク（オーストリア、1851-1914）である。 
その批判は以下。 
　労働価値説において労働時間は「モノの価値を決める要素」だったはずである。その労働時間
の実質的な価値（賃金）が「市場で決まる」となれば、賃金は物価（モノの価値）と相互連関関
係にあるから、話は堂々巡りになり説明になっていない。 

　労働価値説において労働時間は「市場価値を決める」ものであるはずである。その労働時間の
実質的な価値が「市場で決まる」とは何事だー全く説明になっていない、というのが批判者の理
屈である。 
　ワルラスは、経済には多数の材が存在し、その需要と供給は価格を通じて相互に依存している
ということを「一般均衡理論」で証明した。 
　マルクスの労働価値説が「循環論であっても十分に説明になっている」と認められたのは、２
０世紀もしばらく経ってからのことである。 
　説明したのはマルキストではなく、ワルラスの一般均衡理論を使えばマルクスの労働価値説を循
環論によって説明しても差し支えないことを見抜いたのがサムエルソン博士だった。サムエルソン
博士はマルクスの弱点をワルラスの理論で補ったのである。これを受けて森嶋通夫教授がシャド
ウ・プライス理論*を使ってマルクスの労働価値説を完全に証明したのである。（？） 
＊線型計画法のシンプレックス法は、単に最適解を得るだけでなく、シャドウ・プライスやレン
ジなどの感度分析に重要な情報を得ることができる。シャドウ・プライスは、制約条件が少し緩
くなったらどれだけ利益が上がるかを示すものである。（webより） 

（注）「商品の価値は投下労働量で定まる」（『資本論』第１巻）　（webより） 
　「商品価格は商品の生産コストである「費用価格」に「平均利潤」を加えた「生産価格」で決
まる」（「資本論」第３巻１-３編）（結局、商品の価格は市場の需給で決まる） 

　マルキストを自称する不甲斐ない後継者たちが循環論の壁を乗り越えられなかったが故に、マ
ルクスの説は経済学の世界ですっかり存在価値を失ってしまった。 

【マルクス】（『思想』） 
◯マルクスー経済学的歴史分析 
＊ここではマルクスの経済理論は論じていない。もう一つの大きな業績である歴史分析への貢献
（史的唯物論）を論じている。そのため、参考文献としてあげられている、『マルクスの経済学』
（文献３）を検討対象とする。 
　しかし、正直なところ、『資本論』の一部を計量経済学で解釈し直した本論には歯が立たなかっ
たので、序章のみを取り上げる。（文献自体の制約もある。） 

序章 
　価値論と再生産論を主たる構成要素とする彼の一般均衡モデルだけを論ずる。 

マルクスの再生産論とワルラスの資本蓄積論とはともに、現代の動学的一般均衡理論の生みの親
として尊ばれなければならない。 
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マルクスの労働価値論と搾取理論は、彼の反対者によって繰り返し批判を受けたにも関わらず、誠
に深い示唆を含んでおり、しかるべき条件下では経済学的に有意である。・・・ 
価値論も搾取理論も最適価値（？）を用いて修正されれば、フォン・ノイマン革命に生き残るこ
とができる。 

我々の狙いは、マルクスの偉大さを現代の進んだ経済理論の視覚から認識し、そのことによって、
我々の科学の発展に寄与することである。・・・（本書では）伝統的なマルクス経済学の主要問
題に対して、マルクスが『資本論』の中で行なった貢献を、現代経済理論の水準に照らして評定す
ることに限定する。その主要問題とは、 
(1)労働価値論、(2)搾取理論、(3)転化問題、(4)再生産、(5)相対的過剰人口の法則、(6)利潤率の
傾向的低下、(7)資本の回転 

マルクス経済学は、伝統的な経済学と違って、二つの異なる計算体系、つまり、一方での価格表
示の計算体系と他方での価値表示の計算体系、を展開してきた。もし搾取がなければ両者は一致
する（？）。ところが、搾取が存在する資本主義経済では「価値法則」は純粋かつ単純な形では
発現しない。価値と価格は互いに乖離するのである。それゆえに、転化問題とは、価値表示の計
算体系を価格表示の計算体系のそれに転換することに関わるものである。諸商品の価値を生産価
格に転嫁する問題を論じる。（＊さらに、剰余価値率を利潤率に転嫁する問題） 

14章では、労働価値論を、(1)労働の異質性、(2)結合生産、(3)生産技術の選択との関連で批判す
る。これら３つのうちの一つを認めても、労働価値論は困難に逢着する。厳密に言えば、マルク
スが労働価値説を放棄する用意がない限り、我々はマルクスを受け入れることはできない。労働
価値説なしのマルクス経済学は、効用理論なしのワルラス経済学と同様に、考えられうるのであ
り、その理由は、・・・集計理論・・理解不能？？ 

第13章では、マルクスの再生産論が、今日の経済成長理論の原型であったことが示される。この
理論は、現在最も満足すべき動学的経済理論であるフォン・ノイマン理論に匹敵する。フォン・ノ
イマンの斬新な発想の多くが『資本論』の中で明快の述べられていたのを見出すことは、真に大
きな驚きである。この分野でのマルクスの作業は、労働価値論とは独立になされていたのであっ
て、マルクスーフォン・ノイマン型の動学的一般均衡理論にたやすく発展せしめられうるのである。

いまや両学派の生長理論をマルクスーフォン・ノイマン理論に統合することが提唱される。 
＊フォン・ノイマンの経済理論については未調査である。 

【ヴェーバー】（『巨匠』） 
◯マックス・ヴェーバー（1864-1920）（定説を覆した資本主義発生のメカニズム） 
　ヴェーバーは、資本主義が成立するためには、生産力や商業資本の充実だけでは不十分で、＜
資本主義の精神＞が不可欠であった、と言っている。 
「資本主義の精神」とは、 
⑴労働そのものを目的とし、救済の手段として尊重する精神 
⑵目的合理的な精神 
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⑶利子・利潤を倫理的に正当化する精神 
　第一の、「労働そのものを目的とし、救済の手段として尊重する精神」とは、つまり報酬や昇
進のために働いているのではない、ということである。働くこと自体に価値を見出し、喜びを感
じる精神。自らの職業を捉え、「行動的禁欲」をもって労働に邁進し「伝統主義」を打ち破ろう
とすることである。「行動的禁欲」とは、あらゆる欲望を全て抑えこみ、そのエネルギーを目的
達成のために注ぎ込むという積極的（行動的）な生活態度、行動様式を指す。 
　第二の、「目的合理的な精神」とは、簡単に言ってしまうと、計算可能な形で実現を図る合理
性である。利潤を最大化する計算ができるかどうか。つまり、複式簿記によって経営がなされて
いるかどうかが近代資本主義による企業経営と、それより前の経営の最も大きな違いである。近
代資本主義より前の経営は単式簿記、すなわち大福帳による経営であった。お金の出入りは把握
できるが、原価計算ができない。利潤を最大化しようにも、これでは儲かっているのかいないの
か正確にはわからない。（＊ヴェーバーはこんなことは言っていないと思う。） 
　これでも、＜目的合理的＞の意味がわかりにくいので、大塚久雄から借りてくる。（文献4） 
目的合理的という場合、「問題となるのは、特定の手段の選択と目的達成との間に見られる因果
関連が論理的に明晰かつ一義的にとらえられているかどうか、である。」と言っている。 
＊旧来の中国では（最近までも）、物に＜定価＞はなかった。ものを売る対象者によって値段が
変わったのである。これは目的合理的とは言えないのである。『思想』では中東的市場とも。 
　第三の、「利子・利潤を倫理的に正当化する精神」とは。 
中世ヨーロッパでは、利子をとって金を貸すことは犯罪とされていた。隣人愛よりも利子・利潤
を優先させる行為は罪深き貪欲であり、キリストの教えに反するとしてカトリック教会が禁止し
ていたのである。しかし実際には、禁止していたはずのカトリック教会が真っ先に律を破り様々
な抜け道を講じて富を蓄えていた。 
　そこにプロテスタントが登場した。プロテスタント教会は規律に対して非常に厳しい。この禁
欲的プロテスタンティズムの中でも、とびきり厳格なのがカルヴィン派であり、このカルヴィニズ
ムこそ利潤追求の正当化、そして「資本主義の精神」誕生に奇跡の道を開いたのである。 

　プロテスタンティズムは宗教を合理化し、人々を呪術・魔術から解放した。この「呪術からの
解放」こそ、資本主義の精神にとって不可欠なものだとヴェーバーは指摘する。呪術から解放され
たことによって、初めて労働そのものを「救済」の手段として尊重する精神が生まれた点をヴェー
バーはするどく見抜いていたのである。 

　隣人達が本当に必要としているものを生産し、適正な価格で市場に提供することによって得た
利潤は、貪欲の罪どころか、隣人愛を実践したことの証明である、との解釈を示したのである。
労働は、この隣人愛を実践する行為、すなわち、自らの救済の手段であり、その結果として利潤
を獲得する。利潤の最大化を追求することは、むしろ倫理的義務であり、義務を追求するために
も目的合理的に行動し、利潤の最大化に努めなければならない。これが「資本主義の精神」その
ものである。 
＊ヴェーバーは、ヨーロッパに資本主義が花開く端緒を解明したと言って良い。そして、「資本主
義の精神」が営利を目的とした商業主義に堕落していく様を予測していた。（「科学と宗教（キ
リスト教）との相克」わかみず会2017.11.29、鈴木利一)。しかし、当時の経済学の課題、どう
してモノの価格は決まるのか、セイの法則にどう対峙するか、などとは交差することはなかった。
彼の巨大な功績、宗教社会学、官僚制論などは経済学の範疇から外れるものである。 
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【ウェーバー】（『思想』） 
◯ウェーバー（１）ー合理的行動の社会学 
　激情家（政治家になりたかった）、精神疾患の持ち主、裕福な家庭、初期に経済史の仕事をし
て、農業史、農業経済学、農業政策の専門家になった。病気療養のため何年もヨーロッパ内を旅
行しており、南欧経済と北欧経済の差を、宗教の違いによる（新教とカトリック）に根ざしたも
のと観察したに違いない。『プロテスタンティズの倫理と資本主義の「精神」』（以下『倫理』）
はその観察した結果を理論化したものであろうか。 

歴史記述と歴史分析 
　歴史記述は過去の起こったことを正確に記述することであり、歴史分析は、歴史記述から共通
性を引き出し、細部を捨てて抽象化したエキスを「理想型」とする。 
『倫理』における、新教も資本主義の精神も理想型であり、両者間にいかなる関係があるかを分
析するのは、歴史分析に属する。経済学における家計も企業も理想型であり、それらの連関関係
を明らかにする経済分析の手法と、『倫理』における歴史分析の手法は似ている。 
　死後出版された『一般社会経済史要論』の最終ページに「この（18世紀末葉から19世紀初頭の）
経済倫理は禁欲的倫理の地盤の上に成立したものであるが、今やこの禁欲的理想という宗教的意
味は脱ぎ捨てられたのである」。（＊この指摘は、『倫理』の中では示唆するにとどまってい
る。）この禁欲的精神の変質に直面して、資本主義との適合関係も変質するであろう、という彼
の動学思考（＊静学に対する動学）を予告するものであった。この種の分析が完成されていたな
ら、シュンペーターの資本主義没落論や、パレートの階級周流論と比較しうる動学理論になって
いたであろう。 

　このような歴史の理論化に歴史家は反感を示した。抽象化しすぎると、「歴史理論」は歴史に
ついて何事も教えなくなるからである。・・ウェーバーは『倫理』において、歴史家から歴史理論
家に転向したにもかかわらず、歴史研究を見捨てることはせず、逆にそれを歴史理論の不可欠な素
材提供者であるとともにその対象であるとして重要視したのである。 
　歴史理論は、マルクスの唯物史観の先例にもかかわらず、新しい学問であった。ウェーバーはそ
れを、哲学としてではなく、科学として確立しようとしていたから、・・歴史理論の方法論を確
立する必要があった。このような方法論は、経済学および社会科学一般の方法論でもあった。 
　（第２回の精神障害期の後、）方法論研究からの成果である『理解社会学のカテゴリー』を発
表して以外、ほとんど何もしていない。 

◯ウェーバー（２）ー倫理と経済 
　社会科学の場合、実験は不可能であるから、合理的思考と現実の観察が社会科学の柱となる。
ウェーバー自身、歴史研究と実情調査を精力的に行い、そのような観察を基にして、理論を構築
したが、彼の時代にエコノメトリクス（計量経済学）があったなら、現実観察の学問としてエコ
ノマトリクスを歓迎したであろう。 

　もう一つの柱である「理論の柱」（合理的思考）はどうであろうか。彼の社会学は「理解社会
学」（経済学を含む壮大なものであるから、「理解社会科学」というのが適切であろう）と言わ
れる。・・理解の主たる対象になるのは、ある目的を意識してそれの実現を目指して行動する「目
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的合理的行動」と、ある価値への信仰（例えばキリスト教への信仰）の結果、そのように行動せ
ざるを得ないという「価値合理的行動」の二つである。 
　社会科学に出てくる、資本家、企業、封建制等々、すべて「理想型」である。・・ 
「資本家」は生身の大勢の資本家を参照して、資本家のエキスを抽出し、それを固めて作り上げ
たモデルに過ぎない。このようなモデルをウェーバーは「理想型」と呼ぶ。社会科学の諸概念はす
べて多かれ少なかれすべて理想型である。したがって社会科学の対象とする世界は、理想型的な
枠組みの社会の中で、種々なモデル人間が、それぞれのモデル的価値観を持ち、合理的ー価値合
理的および目的合理的ーに行動している世界である。・・ちょうど、幾何学が公理から、図形的
定理を引き出すように、人間行動についての公理から、社会定理を導出するのである。現代の経
済理論は、ウェーバーの設計通りに作られていると言って良い。　 

森島はウェーバーにいくつかの注文をつけている。 
第一は、（『倫理』は魂の経済的役割を論じた研究であるが、）ウェーバーはプロテスタンティズ
ム（新教）の倫理が資本家に与える影響を主として論じたが、労働者にもプロテスタント（新教
徒）がいるのだから、そのような労働者と仏教徒あるいは儒教徒の労働者はどちらがよく働き、
どちらが激しい労働運動を行うかということもまた経済イソロジー(＊ethology)の問題になる。 
第二は、1915年以降、『倫理』と同様の考察を他の宗教（儒教、道教、ヒンドゥ教、仏教、古代
ユダヤ教）についても試みた。しかしそれらについては、それらが資本主義に適合的でないとい
う結論を得たのみで、それらの宗教の教義の解釈を少し変えると、どのような俗世倫理（勤労倫
理）の変化が生じるか、という問題は考察せずに終わった。 
第三は、彼は、新教の合理性は、現世を合理的に変革するという積極的な合理性であるが、儒教
の合理性は現世に合理的に適応するという消極的な合理性と考えたから、儒教社会において、近
代資本主義が積極的に興隆してくることはあり得ないと結論した。しかし日本的な儒教教義（＊
朱子学のことだろう）の解釈のもとで資本主義が興隆したように、儒教という「消極的な意味で
の合理的精神」のもとでも、資本主義が興隆する事はありうる。もしこのように考えるならば、
教義の解釈が少し変われば、世俗倫理がどのように影響されるかという「不安定性定理」の検討
は、キリスト教の場合と同様、儒教についてもなされるべきであった。 
　 
『倫理』の次にするべき事は、新教以外の宗教の分析ではなく、新教が変質していく動学的過程
の分析であるべきであった。（＊全くその通り、もし可能であったなら） 

ドイツ講和代表団（80名）に選ばれた。屈辱と失望と激怒を味わう。 
＊ケインズも反対側の講和団に含まれていた。ケインズの項参照。 

◯ウェーバー（３）ー私企業官僚制 
『経済と社会ー支配の社会学』 
＊大きな研究成果であるが、ここでは検討対象から外す。 

【シュンペーター】（『巨匠』） 
◯ヨーゼフ・アロイス・シュンペーター（1883-1950）（資本主義を発展させるダイナミズムと
は） 
経済学者がシュンペーターをあまり取り上げようとしない理由 
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・理論が数学的手法になじまない 
・社会の大きな枠組みで問題を捉え、経済学では捉えきれない。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　シュンペーターが行なった未来予測は、以下の通り。 
資本主義にとって最も大切なものは「革新（innovation）」である。革新こそが資本主義の本懐。
これが絶えてなくなれば、自由市場は活力を失い、資本主義は衰退して、遂には滅亡する。 
　この革新の担い手として資本主義発展の原動力となるのが「企業者（entrepreneur）」の存在
である。起業者とは、単なる会社経営者ではない。古きを破壊し、新しきを創造して、絶えず内
部から経済構造を革命化する産業上の突然変異ーこの「創造的破壊」を担う主体こそが「起業者」
である。創業者であっても、経営の主体であっても、創造的破壊をやめてしまえば、もはや起業
者ではない。 

　ここでシュンペーターは重要なことを発見する。「革新が日常業務化」することである。成功
によって肥大化した組織は、天才的なひらめきや冒険心よりも合理化・自動化したシステムを求
め、集団的な意思決定によってその躯体を維持・運営するようになる。 
　資本主義の生命線とも言える革命の担い手が、真の「起業者」から「官僚化された専門家」へ
と移行・変貌することによって、資本主義の精神は次第に萎縮し、本来の姿を見失って社会主義
化してゆく。 
　サッチャー以前の英国は、まさにシュンペーターの描いたシナリオ通りであった。主要産業（鉄
道、鉄鋼、エネルギー、通信、医療、保険）は国有化されていた。（シュンペーターによれば）
企業の国有化は社会主義化を意味していた。 
「資本主義は、その欠点ゆえに滅びる」（マルクス）、「資本主義はその成功ゆえに滅びる」
（シュンペーター）と予測した。 

　英国の社会主義化を土壇場で阻止したのは、サッチャーだった。サッチャーは国有企業の私有
化を断行。昔日の光彩を失いつつあった企業家精神を煽り立て、英国社会に資本主義の精神と経
済的活力を取り戻させた。（＊サッチャーはシュンペーターを常に意識しながら政治運営をした
と言われる。wikipediaより） 

　誰が資本主義の主人公か？ 
大抵の経済学者は、「誰が資本主義社会の支配者か」という問いには、支配者は資本家（ブルジョ
アジー）（場合によっては経営者を含めて）だとしてきた。シュンペーターによれば、社会の主
人は「貴族」である。資本家は統治者には向いていないという。ブルジョア階級は政治が苦手で、
政治的な諸課題をうまく処理する資質を持ち合わせていない、という。貴族とは、英国の例で言
えば、爵位を持った階層、あるいはその下のジェントリーやヨーマン（ドイツではユンカー）と
いった地方の名望家を指す。貴族が資本家を政治的に支え、資本家が貴族を経済的に支えてきた。
「二重統治の理論」である。 
　 
　シュンペーター理論の核は「革新」にある。不断の革新がなければ資本主義経済は衰退し、や
がて滅亡する。革新こそが資本主義の本質であり、生命線である、という。 

【シュンペーター】（『思想』） 
◯シュンペーター（１）ーエリート主義の経済学 
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　政治家（オーストリアの大蔵大臣）、銀行家（頭取）としても失敗、計量経済学会会長、アメリ
カ経済学会会長、国際経済学会会長を歴任。 

　耐久財が存在する限り、自由競争経済でも価格機構はうまく作動しないことをシュンペーター
は知らなかったから、自由経済では価格機構は完全であると考えて分析を進めた。 

　シュンペーターはワルラスの動学理論を継承していると考えるので、ここでワルラスの均衡論を
解説する。 
　全ての財について需要と供給が一致している状態（「一般均衡」という）は次のように実現さ
れる。一つの財Aについて均衡が見つけられ価格が決まる（「部分均衡価格」という）。財Aの次
に財Bの価格が決まれば、次に財Cのせりに移る。全ての財の価格が決まっても、部分均衡価格の
寄せ集めは一般均衡価格ではない。財Aの部分均衡価格が決まったのは、他財の価格が決まってい
ない時の価格であり、他財の部分均衡価格になるに応じて不均衡価格になり、再調整が必要にな
る。以下、B、Cと再調整が何回も続く。何回も続ければ、調整幅は小さくなり、一般的均衡状態
が実現する。この過程を「模索過程」と呼ぶ。この過程では交換も生産も行われてはいないと仮
定している。交換や生産が行われれば、新たな均衡点探しが行われる。 
＊現実にどうするのか？（Wickipediaなどによると、ワルラスはm個の財に関してm個の変数を
導入した連立方程式を定め、解法を促しただけらしい。ワルラスはあまり数学は得意ではなく、
弟子であるシュンペーターの講義を受講することもあったとか（小室）） 

　シュンペーターはワルラスの静学理論（人口が増加しない時の一般均衡理論の枠組み）を下敷
きに発展理論を構成する。 
　ワルラス的世界にシュンペーター的企業者が現れるとどうなるであろうか。 
シュンペーターのいう企業者とは、生産要素（土地、人的資源、資金）をまったく新しい組み合
わせで結合することにより、新生産物を作るか、在来の生産物を効率よく作る仕事をする人をい
う。「革新」（イノベーション）をする人が企業者である。 
駅馬車の時代に鉄道が現れるとどうなるだろうか。駅馬車は淘汰され、鉄道に置き換わる。古き
均衡に代わって新しい一般均衡が現れる。この革新がないと、ワルラス的微調整が続くことにな
る。やがてシュンペーター的企業者が再び現れると、経済は新々一般均衡に向かって躍進する。 

◯シュンペーター（２）ーエリートの転身 
　「セイ法則」（「供給は需要をつくる」）では、投資需要を分析する必要がない。投資は常に
貯蓄に等しくなるからである。 
　ところが、20世紀に入ると、企業者と資本家ははっきりと区別されるようになった。 
投資決意は起業者がするものであり、貯蓄は消費以上の所得（すなわち余剰）を得た人々（資本
家）によってなされる。彼らは互いに独立であるから、貯蓄が形成されても、それに見合う投資
は必然的に生じるとは限らない。さらに株式会社の経営は、専門的な経営者に任せられるように
なった。セイ法則は実体的にも認め難いものになった。 
　第一次大戦後は、貯蓄に等しいだけの投資がすぐさま準備され、完全雇用の均衡が保証される
ような世界ではなくなった。生産力は停滞し、技術が発展する可能性が乏しく、経済革新の余地
はほとんどなかった。・・貯蓄がそれに見合う投資を創造したのではなく、低い投資に見合うよ
うに貯蓄が適応したのである。こうして高投資のセイ法則の経済が低投資の「反セイ法則」の経
済に転換してしまった。完全雇用はもはや実現せず、失業（大量の）が常態になった。 
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　上部構造が経済構造に与える影響を論じた、従来の説は、全く通用しなくなる。例えば、プロ
テスタンティズムの禁欲の精神が資本主義を興隆させるというウェーバー説が正しいのも、セイ法
則時代だけであって、反セイ法則の時代には、ケインズが主張したように、節約や禁欲は、経済
に悪影響を与えるという意味で悪徳である。 

　シュンペーターが期待する企業者の活動の場は狭まる。エリートは知識階級へ転身する。 
シュンペーターのいう社会主義化が進む。 
この傾向に反発したのが、サッチャーである。彼女はシュンペーターの社会主義化の過程を逆転
させようとした。イギリスでは、シュンペーターが想定したように、民主主義的に社会主義（労
働党政権）に転換したのであるから、民主主義的な反転換も可能である。彼女は国有企業や国有
財産を個人に売り渡し、累進課税を撤廃ないし非常に微弱なものとし、その結果、貧富の差は拡
大した。それだけでなく、福祉や教育部門は貧しい公共部門と豪勢な私立部門の二本立てにし
た。　 

　経済学には迷信の類が、幾つかある。セイ法則も迷信であれば、「見えざる手の導き」も迷信
である。そして両者には関係がある。セイ法則が成立している時代には、見えざる手を信じても
良いが、反セイ法則が支配している時代は、耐久財に関する市場のジレンマのゆえに、見えざる
手は働き得なくなっている。反セイ法則のもとでは完全雇用均衡は、投資不足のゆえに実現せず、
莫大な失業が生じる。そしてこれが「ヒトラー時代」を生んだり、社会主義化を引き起こしたの
である。このことを忘れて、今なお反セイ法則が支配し続けている時代に、「私有化政策」を敢
行して資本主義への反転を試みても、大量失業が生じ不成功に終わるだけである。サッチャーの
誤りは、新自由主義が反セイ法則の経済に不適合であることを自覚しなかったことにある。にも
かかわらず彼女の反転のような試みがありうることを全く無視したのは、明らかにシュンペーター
の手落ちであったと言わざるを得ない。 

【ケインズ】（『巨匠』） 
◯ジョン・メイナード・ケインズ（マクロ経済学の誕生）（1883-1956） 
　1929.10.24 大恐慌発生→古典派理論の無力を露呈した。 
４人に一人が失業している時代に、「失業はありえない」「いずれ回復する」は通用しない。 
古典派が失業を認めなかった原因は、「セイの法則」にある。 
（ジャン・バプティスト・セイ（1767-1832)) 
「セイの法則」＝一国の総需要は総供給に等しくなる。 
つまり、市場に供給されたものは必ず売れる、供給が需要を作る、というものである。 
局所的な供給過剰があっても、自由な交易や市場の価格メカニズムが働くことで解消される。売
れないものは価格が下がり、売れるところに流れるわけだ。 
したがって、供給過剰は起こり得ないし、深刻な失業は起こり得ない。 

　古典派経済学は、これまで幾度となく批判の荒波に晒されてきたが、その本質に深く切り込ん
で古典派の理論を批判したのは、マルクスとケインズだけである。 
ケインズは古典派の説を全否定したわけではない。古典派の理論が成り立つ場合もある。それは
特殊な状況であり、セイの法則が機能している状況である。つまり「モノを作れば、作っただけ
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売れる」ような景気の良い時は、古典派の言うとおり市場メカニズムが働いて資源は適切に配分
されて失業も起きない。 

不況の嵐が吹き荒れる中、古典派が「市場の自由に任せて待つべし」「下手な手出しは無用」と
説いたのに対して、ケインズは「こんな時は待っても無駄」「積極的に手を出して、有効需要を増
やすべし」という説を展開した。 

　一国の経済規模は、国民総需要の大きさによって決定される。いくら供給を増やしても、需要
以上にモノが売れることはありえない。国民総生産は「有効需要」に等しくなる（＝「有効需要
の原理」）。 
有効需要は消費と投資から構成される。不況で消費の拡大が望めないなら、投資を増やして景気
を刺激すべし。不景気で民間投資の増加が期待できないなら、公共投資を増やすべき。 

ケインズ経済学の「黄金の60年代」 
　しかし、インフレ（物価上昇）が忍び寄ってきた。 
ケインズ理論によれば、完全雇用に達しない限り物価上昇は起きないはずであった。（＊？） 
フィリップス曲線( 縦軸に物価上昇率、横軸に失業率）を用いて、失業率とインフレは代替（トレー
ドオフ）可能であると論じた。つまり、失業率を下げたければ、物価上昇をある程度容認するこ
とによって財政金融政策を発動して景気刺激策を取れば良い。逆に物価を抑えたければ、失業率
上昇にある程度目をつむり、景気抑制策を取れば良い。 
　1960年代後半になると、ベトナム戦争が泥沼化して米国経済も弱りはじめインフレが加速する
と、ケインズ政策も繕いきれぬものとなった。失業とインフレとは容易に代替し難くなってきた
のである。これを機にケインズ経済学に対する批判が有力になってきた。 
　1970年代後半になると、古典派は合理的期待形成仮説（＝人々はすべての利用可能な情報を利
用することによって正しい予測（不偏な予測）ができる。その上、すべての経済理論をも利用で
きる）を立て、政策不要論つまり「政府は何もしないのが一番良い」が出てくる。 

「ケインズか、古典派か」 
　一言で言えば、供給が需要を決める（demand on supply）か 
需要が供給をきめる（supply on demand）かである。 
ケインズは「セイの法則」を否定した。セイの法則が成立しない時には、有効需要の不足が起き
る。有効需要の不足が起きれば、資源の最適配分は起き得ない。資源のあるものは需要の不足の
ために供給過剰となるかもしれない。不完全雇用（非自発的失業）も起きる。 
ケインズはセイの法則を否定して、有効需要の原理を基本法則として招来した。 
「古典派か、ケインズか」は「セイの法則か、有効需要の原理か」とも置き換えられる。 

セイの法則は成り立つか。 
国民総生産（国民総供給、国民所得）：Y 
消費財需要：C、　生産材需要（投資）：I 
国民総需要はC＋I 
セイの法則では、総供給は常に総需要に等しい関係にあるから、 
Y  　C + I    
Y ー C   I 

≡
≡
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S   Y - C と置けば、Sは貯蓄を表す。S   I    
「貯蓄が総て投資される」ことを示す。すなわち、セイの法則である。 
古典派は、投資をすれば（証券を買えば）利子がつくから、総て投資すると考える。 
一方、ケインズは貯蓄の全てが投資されるとは限らないと考えた。貯蓄の一部は投資されずに貨
幣（現金）で手元に残しておくのである。 
利子率の変化は予測できないが、貨幣の価値は一定であるとケインズは考える（ケインズはイン
フレを無視していた）。 
資産価値の安定性を求めて資産の一部を貨幣でもつ流動性選好（＊貨幣が最も流動性が高い）が
生まれる。流動性選好によって、貯蓄の一部が投資されずに貨幣のまま保有されると 
 S > I 
 S = Y - C 
を代入すると、 
 Y > C + I 
C + I は国民総需要（有効需要）であるから、国民総需要は国民総供給より小さくなる。 
貨幣のままで保有して証券を買わない（投資をしない）は、需要されないで残ることになる。そ
の分が有効需要（国民総需要）の不足なのである。この不足を国民総生産を増やすことで補い、 
 Y = C + I とすることこそ有効需要の原理なのである。 
＊なんのことはない、流動性選好により貯蓄されて投資されない部分を公共投資で補う、と言っ
ているに過ぎない。 

＊（小室は）マルクスは、資本の再生産表式を論じる際にセイの法則を用いている、と言ってい
るがその理由を説明していない。Wikipediaでは、（マルクス派らしい）それは誤解である、と言っ
ている。 

セイの法則がいつ頃から使えなくなったか、それは大体、米国においては第一次大戦頃を境界に
している。レーガンは結局ケインズ政策を打たねばならなかった。 

＊資本主義下の価値法則ーつまり、モノの価格が決まる仕組みを研究するのが経済学であった（p
１）。経済学は、いつの間にか国の経済政策を決める指針（マクロ経済）になったのか。 

ケインズ経済学の問題点 
　ケインズ理論の落とし穴は、「クラウディング・アウト」（締め出し）（公共投資による民間
の有効需要の締め出し）と「インフレ」、さらに輸入超過である。 
　需要が大きければ「作ったモノは必ず売れる」式の理論も十分成り立つ。1930年頃まで、古典
派が全盛を誇った時代はまさにそういう状況だった。当時は需要を満たせるほどの生産力がまだ
なかった。・・そのうちに生産力が需要に追いついてしまった。「供給過剰」が起きた。セイの
法則が成り立たなくなってしまった。 
　ケインズはこう指摘している。セイの法則は”常に”成り立つわけではない。供給過剰で景気が悪
化した場合は、需要を意図的に創出する必要がある。 
注文（需要）に生産（供給）が追いつかないことがある。 
生産力不足だけではなく、資金不足もまた、有効需要の原理が通用しない状況を生み出す可能性
がある。 

≡ ≡
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　公共投資のために市中の資金を国が吸い上げれば、民間企業への貸し出し資金はそれだけ減っ
てしまうことになる。資金不足で設備投資ができなくなる。 
さらに、資金需要増が利子率の上昇を招き、それが民間の設備投資意欲を削ぐ結果となることも
考えられる。これでは公共投資による景気拡大効果は減殺されてしまう。この公共投資による民
間の資金需要抑制をクラウディング・アウト（締め出し）という。 
　古典派は需要に関する研究が甘かった。他方、ケインズは供給についての研究が足りなかった。
生産力の問題、それを支える資金の問題。政策によって有効需要を創出した場合、その規模が生
産力を上回るとインフレを引き起こすことも見逃していた。 
ケインズは「有効需要があれば、それに見合うだけの供給がなされる」としているが、そこには
重要な条件がある。「価格不変」の条件である。価格刺激策として国が有効需要を創出しても、
それがもとで価格が上昇するとすれば、この国の商品が国際競争力を失う可能性もある。より安
価な海外製品が市場に流入して、有効需要の増分は輸入増に吸収されて、国内生産は「締め出し」
を食う。 
　経済学に革命を起こしたケインズ経済学も、クラウディング・アウトとインフレ、さらには輸
入超過という急所を突かれて、1970年代には、「ケインズは死んだ」と言われたが、どっこい生
きている。二派の争いは継続している。 

【ケインズ】（『思想』） 
◯ケインズ（１）ー新ヨーロッパの構想 
　『平和の経済的帰結』『条約の改正』（イギリスの大蔵省首席代表の資格で、ヴェルサイユ平和
条約に参加。苛酷な賠償に反対。「敗戦国は全てを賠償する」という原則に反発。）　　 
森島はこの二著を高く評価している。 
　ヨーロッパのあるべき構想ー欧州石炭鉄鋼共同体、欧州統一市場、欧州金融機構の構想を提示
している（第一次大戦の処理案として採択されなかったが、第二大戦後の欧州共同体の中核部分
を形成している。）。 
　『雇用・利子および貨幣の一般理論』の方法論上の根本思想は、国内諸部門間の相互連関関係
の中で、最も重要で顕著なものに焦点を合わせ、それらをたどって因果を分析することであるが、
この二著にその思考法を見ることができる。 

◯ケインズ（２）ーセイ法則の清算 
　消費材（C）、資本財（K)、労働（L)  原料や土地なしで、労働と資本財だけで消費財や資本財
が生産されると仮定する。 
資本財は資本用役（H)をもたらす。　　＊用役とはserviceのことである 
資本財所有者は資本用役をレンタル市場で売るか、自己使用するが、自己使用する場合には、使
用分をレンタルの市場価格で評価して費用計算する（資本財全額の直接販売はない？）。 
そのほかに貨幣（M)、証券（B)がある。 証券に差はなく１種類であるとする。 

供給量をS、 
需要量をD、 
どの財の供給量か需要量かを示すために、S、Dに添字をつける。 
 例：貨幣の供給量S 、資本用役に対する需要量D    m H
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消費財の価格をq、資本用役の価格（レンタル価格）をp、資本財価格をP、賃金率w（＊１単位当
たりの労働単価）、貸借の利子率をi とする。 
生産額から労賃と資本用役を支払った残額は利潤π（将来の投資に備えて全額留保されると仮定
する） 
 (1)  π = qO  + PO  - pD  - wD            Oは産出量 

 消費財の生産額　資本 財の生産額　 資本用役額（レンタル）　労賃需要額（支払労
賃）　 

最初の二項は消費財および資本財の生産額、両者の和は生産国民所得（Y）であり、利潤は全額留
保されるものとする。 
qO （消費財の生産額） + PO （資本財の生産額） = Y（生産国民所得）　πは利潤額 

 (2)  Y’ = pS  + wS  + π 
Y’は受取国民所得（＊労働者や資本財所有者が受け取る所得）、pS （資本用役供給量に見合う
所得）、 wS （労働供給量に見合う所得） 
古典的世界でもケインズ世界でも、均衡状態ではY=Y’（生産国民所得と受取国民所得は等しい） 
＊生産に関する国民所得と分配（受取）に関する国民所得、さらには支出に関する国民所得（消
費財に対する支出と資本財に対する支出の和）が等しいことを言っているらしい。ケインズ理論
は通常、サミュエルソンの４５度線図を用いて説明されるが、ここでは正攻法を採用するので、
少し煩雑になる、とコメントしている。 
＊45度線図は大学の教科書に使われているようである（参考文献５）。それを用いた説明を付録
１として添付する。 

それを証明するために、 
準備作業1 
受取国民所得の処分ー消費と貯蓄への分割ーの問題である。 
貯蓄は、貨幣か証券の保有を増加させるという形で行われるか、資本財保有量を増加させるとい
う実物投資で行われる。（貨幣と証券の）純増加分はそれらの需要と供給の差に等しい。 
受取国民所得の分割（消費と貯蓄への分割） 
 (3)  S = Y’ - C = PD  + (D  - S ) + p (D  - S ) 
　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣　　　　　証券　　　　 
Sは総貯蓄、Cは総消費、D は実物総投資、p は証券の価格 

準備作業２ 
財や証券を需要すれば、同額の貨幣を決済のために供給しなければならない。（４） 
財や証券を供給するならば、同額の貨幣量が受け取られる（それだけの貨幣を需要する）。（５）

 (4)  S  = p D  + qD  + PD  + pD  + wD  
 (5)  D  = p S  + qO  + PO  + pS  + wS  
 　　　　＊証券、消費財、資本財、資本用役、労賃 

c k H L

c k

H L

H

L

K M M B B B

K B

M B B c K H L

M B B C K H L
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 　　　　＊貨幣経済である限りいつでも成立する式である 

生産国民所得＝受取国民所得　これが均衡条件になる 
セイ法則が成立する古典的な経済では、 
資本用役の価格pが決まれば、資本財の価格Pは、資本財の純収益率が利子率 i に等しくなるよう
に定まる。   
リカードは、セイ法則（「供給はそれ自身に対する需要を生む」）を持ち込んで、資本財市場に
必ず均衡が実現することを保証したのである（O  = D ）。 
こうしてセイ法則の下では、資本財需給の不一致はあり得ず、したがって価格調整が行われると同
時に、（４）式の右辺の各項は、（５）式の右辺の各項に、それぞれ等しくなり、その結果これ
らの式の左辺もまた等しくなる。すなわち貨幣の供給は需給と均衡する。 
（３）式の二つのカッコの中はいずれもゼロになるから、貯蓄＝投資を保証する。 
（＊(3)式は、結局S = PDk となるから？） 
また労働と資本用役の需給はそれぞれ等しい(?)から、生産国民所得は受取国民所得に等しくなる
(?)。 
＊ 
(1)のπを(2)式に代入すると 
 Y’ = p(S  - D ) + w(S  - D )  + qO  + PO  
 資本用役と労働財の需要と供給が等しいとすれば、二つのカッコ内はゼロとなり、 
結局、Y’ = qO  + PO  、生産国民所得に他ならない。通常、Y = C +  I  で表す。 
＊ 
　確かに資本主義の初期の段階では投資機会は豊富であり、しかも資本財は不足していたから、
供給された資本財は必ず需要されていたが、経済が発展して投資機会が少なくなると、資本財を
供給しても、受容されるとは限らなくなった。現実は、セイ法則から乖離するようになった。い
つ頃からそうなったかは、著者は第一次大戦前からと考えている。 
　セイ法則が成立しなくなると、資本財の供給に等しいだけの需要は発生せず、資本財市場の均
衡のためには数量調整を必要とするようになる。資本財の供給（産出）が抑制されると、労働市
場や資本用役市場に供給過剰が生じる。これらの市場で価格調整が行われるならば、それらの供
給過剰は一掃されるであろう。労働の場合、賃金下落により自発的失業者のようにみえるが、元
を正せば、資本財供給を数量調整した結果生じた失業である。非自発的失業である。 
　反セイ法則の経済では、価格調整と数量調整とが行われる。まず証券市場と消費財市場、資本
用役市場では、価格調整が行われて需給が一致する。こうして利子率と資本用役価格が決定され
ると、資本の収益率（ないし限界効用）の法則により、資本財価格が定まる。・・資本財生産量
は投資需要にまで切り詰められる。労働市場では、非自発的失業を伴う均衡となる。 
　こうして一般均衡が成立するが、セイ法則下の均衡のように完全雇用による一般均衡ではなく、
失業を伴う一般均衡である。 

【ヒックス】（『巨匠』） 
◯ジョン・リチャード・ヒックス（「使える」経済分析ツール）（1904-1989） 
（総ては総てに依存する」という経済現象の実態を、多数の財と多数の経済主体からなる現実的
なメカニズムの中で、初めて科学的に説明したのがワルラスの一般均衡理論である。一般均衡理

k k

H H L L c k

c k
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論の大発見は、アダム・スミス以来、幾多の経済学者を悩ませてきた循環論に科学的な論拠を与
え、実験によって証明することのできない経済理論に、実験に代わる方法を提供してくれたので
ある。 
　経済学が「科学」として発達できたのは、ひとえにワルラスのお陰である。だが、ワルラスの一
般均衡理論を継承し、これを完成させて経済学を本当の意味で「科学」にしたのは、ジョン・リ
チャード・ヒックス教授である。 
　『価値と資本』(1939)によって経済学は初めて科学的分析ツールを手に入れた。『価値と資本』
をマスターすれば当時の近代経済学を十分に駆使しうる数学と論理を身につけることができると
言われた。 
ヒックス以前には、価格決定の理論として２つあった。 
 客観価値論　代表例：労働価値説（「循環論に陥っている」と批判される）。 
 主観価値説　モノから得る利便・満足（効用）といった人間心理によって価値を説明する　　　　　　　　　　　　　
限界効用理論（「効用なるものを厳密に測定することはできない」と批判される）。 
　ワルラスは、限界効用理論を基礎として、効用は測定できるという仮説に基づいて一般効用理論
を展開した。ヒックス教授の功績は、パレートが導入した「限界代替率」の概念を発達させ、限
界効用という測定不能な人間心理を理論体系から駆逐したところにある。限界代替率とは、簡単
にいえば財Aを１単位減らした時、減らす前と同じ満足（効用）を得るために必要となる財Bの量
だ。二財の価格の比率から導かれる限界代替率を理論基盤とすることによって、不可測性を解消
したのである。 

　ヒックスによってワルラスの一般均衡理論は自由に使えるようになった。 
商品価格の説明のために、労働価値説に変わった登場したのが限界効用理論である。しかし、限
界効用を測定することはできない。そこで、限界効用の代わりに限界代替率を持って商品の需要
理論を作り上げたのがヒックス教授である。 

　このようにして、ヒックス教授は消費者の需要函数を作り上げることに成功した。 
各財の需要関数を、すべての価格の関数として決定する。 
次に、企業による生産材の需要関数および供給函数、消費財の供給函数を作り上げる。 
かくして、すべての消費財と生産材の需要関数と供給函数を作る。それらが全ての消費財と生産材
の需要関数と供給函数が、いずれも全ての商品（財）の価格の函数として得られる。 
全ての商品（財）について、需要＝供給というのが市場の均衡方程式である。 

「総ては、総てに依存する」という経済現象を初めて科学的に説明したのはワルラスだが、ヒッ
クス教授はこれを、より精緻な数学に置き換え、依存関係が生む波及効果ーつまり一つの変化が
相互連関の網の目を伝って全体に波及していく様子を数式に定着させたのである。 

 ①Y = C + I       消費（C）、投資（I）、国民総生産（Y）　需要は供給を決定する 
 ②C = a Y        消費関数（a = 0.8）　国民総生産（＝国民所得）は消費を決定する 
 ③I = I             とりあえず常数Iとする 

~ ~

国民総生産500兆円、消費400兆円、投資100兆円の時 
公共投資を１兆円増やすと、Yは501兆円になる。②式からCも0.8兆円増える。①式からYはさら
に0.8兆円増える。さらにCは0.64兆円増える。・・・「乗数効果」 
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 ΔY = 1 / (1 - 0.8) = 5 
直接投資１兆円に対して、波及効果は４兆円になる。（＊時間は考慮していないー「比較静学」）

のちに比較静学を完成させたのは、サムエルソン博士 
＊上の例は、国民経済の波及効果を示したもので、全ての材の需給関係を示したものではない！ 

【ヒックス】（『思想」） 
◯ヒックスー市場の類型学 
＊説明が『巨匠』とは全く異なっている。価格決定が「数量調整」によるか、「価格調整」によ
るか、に絞られている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
ヒックス（『価値と資本』）：価格を調整することにより需給が等しくなる 
ワルラス：価格は正常利潤を含めた費用方程式で決定される 
ヒックスは、（最初は）「耐久財の二つの市場の間の矛盾」はーケインズ以後の人なのにー意識し
ていなかった。 
企業の中でも機械によって利潤率が違っても構わないと考えていた。 
 純収益率 r = (p - 0.1P)/ P   
 機械の資産価値P、収益p、損耗率（減価償却率）0.1 
ヒックスはこの r が機械ごとに違っても良いと考えていた。 
ワルラスでは、機械の利潤率 r は銀行利子率 i = (p - 0.1P)/ P に等しくなければならない。 利潤
率均等の条件が耐久消費財に成立するならば、「二つの市場の間の矛盾」が生じる。ヒックス流
に機械の利潤率が均等化する必要がないとし、上の公式を無視するならば、「二つの市場の間の
矛盾」は生じない。 

ワルラス・モデルでは、各企業ごとに利潤率均等（ないし価格＝正常利潤を含めた生産費）の方
程式が存在する。このような条件下では、価格は需給と無関係に決定され、価格は需給調整機能
を失ってしまう。したがって需給が一致するためには、供給量が需要に適応すること、すなわち
価格の上げ下げではなく、数量の増減が市場の滞貨や品不足を一掃すること（数量調整）を仮定
しなければならない。セイ法則によることになる。 
競争が完全なら利潤率は均等化するとワルラスは考え、ヒックスはそうでないと考えた。1963年
頃までは。63年以降は新しいモデルー価格調整だけでなく数量調整にも考慮したーを模索した。 

製造工業のほとんど全ての生産物の価格は、市場での駆け引きで決められるのではなく、工場か
ら出荷されるときに、すでに売値が決められている。この場合、売れ行きが良くない場合は安売
りされる場合がある（工場が指定した「推奨価格」を基にして）。マージンは競争の結果、ほぼ
同一の、最低限の率に落ち着くから、計算された価格は、利潤率が等しくなることを保証する
（？）。 
こうして『価値と資本』の方式よりも、ワルラス方式の方が製造工業生産物の価格を説明するのに、
より適切であることがわかる。 
多くの市場で価格機能が働かなくなって、市場が数量調節で均衡化されるようになった。近代工
業では、国民生産物（GNP）のほぼ80％が費用方式で価格が決められ、残り（主として農産物や
鉱産物）が価格の上下で需給を均衡させている。 
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「価格調整市場グループ」：価格の上下で需給が調節される（『価値と資本』） 
例：金融市場の株式市場 
「数量調整市場グループ」：価格が費用方程式で決定され、供給量の調整で均衡がもたらされる
（ワルラス）、製造工業製品や第三次産業の生産物 
その他の例：金融市場の貨幣市場（中央銀行により利子率は政策的に操作される。この場合利子
率は貨幣需要を均衡させる機能を持たず、利子率が固定してから貨幣需給は均衡する。株式市場と
は異なる。） 
そのほかに労働市場と土地市場については、高田保馬の項で論じる。 

森嶋のアイデアによれば、 
一般均衡モデル（全市場が価格で調整されると仮定したヒックス・モデル） 
産業連関モデル（全市場が数量で調整されると仮定するレオンティエフのモデル） 
複合モデルにするのが良い。それでも、製造工業部門は数量調整されるとはいえ、セイ法則を仮
定しない限り、完全雇用や（資本財の）完全利用は実現しない。耐久財のディレンマは克服され
ずに残るのである。 

【高田保馬】（『巨匠』） 
◯高田保馬（1883ー1972）（日本に経済学の道を拓いた先駆者） 
日本に正統な経済学を紹介した恩人 
まずは、社会学者として、『社会学原理』、『社会学概論』を著す。 
経済学者としては、『経済学新講』全５巻（1929- 1932、学説紹介） 
日本におけるケインズ理解、ヴェーバー解釈の先駆者。 

経済学者としての業績は、「勢力論」を経済理論に導入したこと。 
物理学にしても、経済学にしても、極端に（ときには非現実的なまでに）単純化したモデルを起
点とし、そこに一つずつ変数を加え、少しずつモデルを複雑にしていく。つまり、起点となるモデ
ルでは需要と供給が等しい処に価格は決まる。そこに「勢力」という変数が加わると、その力関
係によって価格は修正される。 
「勢力」にも様々なものがあるが、最も基本的なものは力の欲望に基づく勢力である。（電気洗
濯機を例として）機能的効用よりも、デモンストレーション効果（隣が勝ったから、うちも買お
う）が大きな影響を与え、人々のデモンストレーション効果が加わったところで価格も決まる。 

【高田保馬】（『思想』） 
◯高田保馬ー人口と勢力 
＊森重通夫は高田保馬の直弟子である。 
高田の特筆した貢献は、社会学的史観と勢力経済学である。 
彼の社会学的史観は、伝統的な史観、唯物史観（＊解説あり）対観念的（唯神論的）史観に対し
て高田の第三史観を提起する。 
人口→社会関係→マルクス的上部構造及び経済、という図式を考える。人口が量的に変化する時、
それは同時にその質的な構成変化を伴う。そしてさらに、それは多数の人が共存するための社会

 27



関係の変化をもたらす。生産関係は、この一般的な社会関係に適応するはずである。一般論とし
ては、生産や経済のみを強調すべきではない。 
高田史観は、英雄史観（ウェーバーやシュンペーター）でないという意味ではマルクス的だが、何
を根元的な発展動力とみるかで、マルクスとは対立する。マルクスも場合によって認めるように、
また高田が主張するように波及は必ずしも一方的ではなく、回帰的でもある。生産力は「労働者
の熟練の平均程度、科学及びその工芸的応用の発達、生産工程の社会的結合」などの上部構造に
も依存するから、回帰的影響を受けており、したがってそれは究極の自生的な運動要素ではない。

　高田の経済理論にも、人口問題が大きな意味を持つ。 
（ヴィクセルを例外として）これまでの経済学者の多くは人口を与件とみなし、その分析にはほ
とんど関与しなかった。しかし、人口の量的・質的変化を社会変動の究極的の変動因とみなす高
田には、それを与件として放置することは不可能だった。なぜ変動するかが問題である。 
（経済が発達して、産児制限が行われているグループと、そうでないグループを考え、人口移動が
どう行われるかを考える。） 
　以上の高田理論は、日本の戦後の高度成長が日本人口の停滞を引き起こしたプロセスをよく説
明する。またこの理論にあっては、人口は外生的に決まる与件ではなく、その変化は理論自身に
よって内生的に説明される。 
　高田は人間は単に効用を追求するだけでなく、勢力欲を持っていると考える。人間の勢力欲が
顕著に現れるのは生産要素（土地、労働）の市場である。だから勢力を強調する人は、主として
分配論の分野で、勢力の作用を論じた。・・彼は経済理論を勢力論で置き換えようとしたのでは
なく、経済理論に勢力論を接合しようとしたのである。それゆえ、ヒックスの『貨幣の市場理論』
の労働市場観と完全に両立可能である。 

　高田は、勢力の作用がなければ、ケインズのいわゆる「賃金の下方硬直性による非自発的失業」
は成り立たないと主張した。労働者が効用分析だけで行動するならば、非自発的失業がある限り、
賃金の切り崩しがあって、失業は吸収されるはずである。にもかかわらず、ケインズはなぜ切り崩
しがないか、賃金はなぜ下方に硬直的であるかについては説明していない。高田によれば、ある
賃金以下の賃金は、労働者の品位にかけても甘受できないから、団結して賃金がそのような水準
まで下がることを阻止する。その結果、労働市場には不均衡が生じるが、抵抗による犠牲者ー非
自発的失業者ーは、労働組合の援助や失業保険に救済される。・・いずれにせよ勢力による抵抗
は、賃金下落に歯止めをかけ、下限を設定し、その結果その下限に貼り付いた状態で、労働市場
に不均衡が起こる。セイ法則が満たされていても、このことは真である。すなわち反セイ法則だ
けでなく、勢力もまた非自発的失業の原因となる。高田はワルラスの一般均衡を「労働市場の不
均衡を含む均衡」で置き換えることを主張したのである。 
　高田理論は、戦後の日本の経済構造を説明するのに、非常に有効と思われる。・・戦後日本の
企業集団や、下請け制、二重構造などを説明するには、金だけが力だとは考えずに、金以外にも
経済に影響する力を持つものがあることを認め、それが何かを明らかにし、その分析を行うべき
である。ここに勢力経済学の新分野があるであろう。 
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付録１：45度線図を用いたマクロ経済学瞥見 

『経済学道場』（文献５）を参考にして 

GDP（国内総生産）を生産面、支出面、分配面から見て、いずれも常に等しいことを三面等価の
原則という。 
・生産面 
GDP = Y  Yは「産出」yield の頭文字 
・支出面 
       = 消費　＋　投資 
       =  C + I  
　　C(consumption)、I(Investment)  簡単モデルのため、政府支出、輸出入は省く。 
・分配面 
　　＝　消費　＋　貯蓄　＋　税金 
       = C + S + T 
       S(Saving), T(Tax) 
結局、 
【生産面】、【支出面】、【分配面】が等しくなる。　 
　　Y = C + I = C + S + T 

ケインズ派の考え方の基礎、「総需要が総供給を決定する」を「有効需要の原理」という。 
三面等価の原則から、生産面「総供給」と、支出面「総需要」は等しくなる。需要と供給が等し
いので、「需給が均衡」しているという。 
・総供給をYで表す 
・総需要は「消費」(C)と「投資」(I)から構成される。つまり、 
 Y = C + I 
この式を「需給均衡式」という。 

国民総生産（国民所得）と消費は相互に影響を与え合います。 
国民総生産から消費をを導く関係を「消費関数」として表現する。 
 消費　＝　基礎消費　＋　限界消費性向＊総生産 
 C = C0 + c1・Y 
「基礎消費」は所得の大小とは関係なく必要となる消費（一定とする）。 
「限界消費性向」は所得が１単位増加した時の消費の増加分。全く使わない「ゼロ」より大きく
て、全部使ってしまう「１」よりは小さいとします。つまり、0 < c1 < 1 

「投資関数」を定義することもできるが、ここでは一定の値 I0 とします。 

①需給均衡式　Y = C + I０ 
②消費関数　　C = C0 + c1・Y 
二式は、Y と C の連立方程式と考え、総生産Yを求めます。 
①式に②式を代入して、整理すると、 
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 Y = 1 / (1 - c1) ・ (C0 + I0) 
この国民総生産Yは、総需要と総供給が均衡した状態の「均衡総生産」ですから、Yの右上に「＊」
をつけて区別する。 

 Y* = 1 / (1 - c1) ・ (C0 + I0) 

基礎消費（C0)と投資(I0)は一定と仮定しています。投資が増加することによって、均衡総生産が
どれだけ変化するかを見ます。この際基礎消費は変化しないと仮定すると、Y*の増分は、 

 ΔY* = 1/ (1 - c1) ・ ΔI0 

限界消費性向 (c1)が大きいほど、国民総生産は大きくなります。 
c1 ＝ 0.5 の時、Yの増分は２になります。 
c1 ＝ 0.9 の時、Yの増分は10になります。 
お金を使う割合が大きいほど、経済は活性化することになります。 

以上は、三面等価の原則を式で表したものです。 
以下では、三面等価の原則を45度線グラフを用いて解説する。 
三面等価の原則とは、「生産」、「分配」、「支出」のいずれも等しくなることです。 
45度線分析では、この３つをグラフで示して、均衡国内総生産を求めます。 
均衡国内総生産とは、総需要（支出面）と供給（生産面）が一致する状態です。 
この二つを結びつける役割として分配面として「総分配」を考慮します。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　     Yd、Ys              　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　 　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　          0  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

このグラフは、「生産された付加価値は分配される」をあらわします。総供給（Ys）と総配分（Y）
は値が一致します。Ys直線は原点ゼロを通る右上がりの45度の線になります。 

次に、総需要(Yd）をグラフに書き込みます。 
 Yd = C0 ＋ c1 ・ Y ＋ I0 
基礎消費（C0）と投資（I0）は Y とは無関係な定数と仮定していますから、縦軸に（C0 ＋ I0）
の位置に節点をとります（縦軸は、YdとYsを表す奇妙なグラフです）。 
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     Yd、Ys              　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　 　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
                0 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

総供給（Ys）＝ 総分配（Y）を表す45度線と総分配（Y）と総需要（Yd)の関係を表す直線は一般
に交差します（0 < c1 < 1）。この交点は、 
 総供給（Ｙs）＝総分配（Ｙ）＝総需要（Ｙd） 
となり、需要と供給が均衡する、均衡国内総生産（Y*）となります。 
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