
異常状態を描写する経済学
90年∼日本経済，08 年∼アメリカ経済，EU経済などに起こったことに関して

鈴 木 英 夫

１．通常状態の経済，異常状態の経済

市場経済は，何らかの理由からときにバラン

スを失うことがあっても，そのバランスを再び

回復する能力を持っている……ということは現

代の経済学の基本とも言うべき思想であった。

バランスを回復するのは需要と供給の原理で，

いろいろな価格水準に対して需要と供給が決

まってくるが，需要と供給が一致しないときに

は需要と供給の大小関係によって価格が変化

し，価格に導かれていずれは需要と供給が徐々

に一致するようになる。市場の力，つまりいわ

ゆる「神の見えざる手」が働くというわけだ。

しかも市場に働いている競争の圧力が，生産者

達に‘より良いもの’，‘より安いもの’，‘今ま

でなかった新しいもの’を作り出すよう常にプ

レッシャーをかけ続け，これが進歩，前進を生

み出す。アダム・スミスの発見以来，古典派，

新古典派の経済学は，市場経済が結局は調和と

安定と進歩を実現することを説いてきた。古典

派，新古典派と一線を画すケインズ経済学とい

えども，市場の力の驚くべき機能を否定するも

のではない。市場の力だけに任せておくわけに

はいかないことを説くケインズ経済学であると

はいえ，特に 50 年代以降のケインズ経済学で

は，政府の介入が適切ならば，経済は主に市場

の力に導かれ，次に政府の適切な介入にも助け

られて……アップとダウンがありながらも……

一応スムーズな進歩の経路をたどることができ

るはずと考えてきたのである。それが通常の経

済の姿なのだ，状況により政府の介入がどのく

らいであるべきかの議論はあるものの，基本的

には市場の力は市場経済に調和と安定と前進を

実現する力がある，しかも市場経済においては，

個人の自由と社会の調和，安定，進歩が並存し

ている……と考えられてきた。

実際，市場の力，需要と供給の原理，価格機

構，その後ろにある個々人の自由意志と利己心

を否定した経済システムは，今までのところ全

て失敗してきた。自由も公平も豊かさも実現す

ることができなかった。しかも失敗のプロセス

の中で時には極めて惨たらしい巨大な犠牲を発

生させたのだった。北朝鮮は何十年にもわたっ

て悲惨な道を歩み続けている。中国が市場経済

システムに転換した後に目覚しい経済発展を開

始したことを知らない人はいない。ベトナムも

市場経済システム導入後に同じ運命を歩み始

め，東欧諸国の多くもソ連のクビキから離れて

市場経済を導入して程なく様々な成長経路をた

どり始めた。インドが規制と計画経済の枠組み

を捨て去ったとたんに経済成長を始めたことも

広く認識されている。これらは，市場経済が（必

ずしも政治的，社会的ではないにしても，少な

くとも）経済的な調和と進歩を生み出す力を

持っていることを劇的に示したのだった。

しかし市場経済はときとして正常な状態を突

然離れ，異常な状態に陥ってしまうことがある

ということを，我々は近年強烈に経験させられ

た。日本の場合は 90 年代，特に 1997年以後，

アメリカ人たちやヨーロッパ人たちは 2007年

ころから。ここに言う異常事態とはどのような
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状態であるか？ 経済がある特殊な状況に入っ

てしまったとき，市場の力，価格機構，需要と

供給の原理が働くままにしておくと，まさにそ

の「市場の力」，「価格機構」，「需要と供給の原

理」によって，市場経済が破壊されてしまうと

いう状態である。放っておけば市場の力が働い

て調和，安定，進歩が実現するのではなく，市

場の力が働くのを放っておけば経済そのものが

壊れてしまうという状況。通常の経済状況で

は，市場の力は経済全体のバランスを回復，維

持するように働く。しかし異常な状況が出現す

ると，市場の力は経済を破壊するように働いて

しまう。それはあたかもヒトの体内にガンが発

生し，ガン細胞が急速に増殖してヒトそのもの

を死にいたらしめるのに似ている。

２．異常状態を説明する経済学：アービ

ング・フィッシャー 1933

20世紀になって以後，経済学者たちが異常状

態に真剣に向き合うことを余儀なくされた最初

の経験は，1929年から始まり 30 年代のほとん

どを侵食した世界大恐慌である。特にアメリカ

経済は，1933年初頭まで“市場の力が働くまま

にしておくと経済がドンドン自己破壊を起こ

す”ことを劇的に経験したのだった。アメリカ

発の経済恐慌は，まだ第一次大戦の破壊から完

全に立ち直っておらず，さまざまに深刻な混乱

を経験していたヨーロッパ経済，しかも再建に

当たってアメリカの資金と生産力に頼らざるを

得なかったヨーロッパ経済を恐慌に巻き込んで

いった。

市場の力が働くのを放ったらかしにしておく

と，なぜ経済がぶち壊れてしまうのかを説明し

ようとした経済学者はもちろん多かった。ケイ

ンズはその代表的経済学者であるということに

なっている。後世の経済学者たちの中には，ケ

インズがその疑問に確定的な解答を与えたかの

ように考えてきた人が多かった。特にケインズ

の『雇用，利子，貨幣に関する一般理論』には

その疑問に対する解答が書いてあるのだと考え

て，『一般理論』を隅から隅まで繰り返し精読し

た経済学徒は多い。かく言う自分もその一人で

あった。訓詁学に没頭するかのようにケインズ

を読んできた人は多い。しかし『一般理論』に

は本当に“市場の力が市場経済をぶち壊してし

まう”という異常状態の説明が書いてあるのだ

ろうか。確かに『一般理論』19 章などでは，恐

慌期には市場の力が働いて価格や賃金が下がっ

たとしても，財市場や労働市場で需要と供給の

一致が回復されることは無い，むしろ価格が下

がれば事態はますます悪くなるだろうというよ

うな短い叙述はある。つまり，市場の力，需要

と供給の原理が働くと，経済はさらに悪化して

しまうという主張である。たとえば “General

Theory” Chapter 19には次のようなパラグラ

フがある。

Indeed if the fall of wages and prices goes

far, the embarrassment of those entrepreneurs

who are heavily indebted may soon reach the

point of insolvency, . . .with severely adverse

effects on investment. Moreover the effect of

the lower price-level on the real burden of the

National Debt and hence on taxation is likely to

prove very adversary to business confidence.
(1)

つまり，“実際，もし賃金や物価が大きく下落し

てしまうと，大きな債務を抱えた企業家たちは

債務返済不能に陥るかもしれない……そうなれ

ば投資は深刻に阻害されることになろう。それ

だけでなく，賃金・物価水準が落ち込めば，そ

れは国家の債務，したがって税収に関する実質

負担が重くなり，これは人々の経済に対する将

来見通しを非常に悪化させる可能性がある”。

（訳は鈴木）

その他の箇所で異常事態の特徴に何度も触れ

ているとはいうものの，ケインズが異常事態は
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何故起きたのか，異常事態の本質的なところは

何か，どのような力が働いてどこを動かしその

結果どうなるのか……という異常状態の全体像

を体系的に，明確に述べたところは見当たらな

い。ケインズが異常状態の明快な説明をしたか

どうかは明らかではないのだ。多分していな

い。

異常状態の本質を説明するということでは，

ケインズよりもむしろケインズの同時代の経済

学者，アービング・フィッシャー（Irving Fisher）

の “The Debt-Deflation Theory of Great De-

pression”, Econometrica
(2)
のほうが，私にはは

るかに明確であるように感じられる。本文わず

か 13 ページ（他にグラフやその説明が５ペー

ジ）のなかに，それまで誰も言わなかったよう

な論理が展開されている。Econometricaとい

う経済学の専門誌は，後々になると全てのペー

ジがパワフルな高等数学を駆使した数式で埋め

尽くされているといえるくらいに徹底的に数学

的な経済学雑誌になっていくのであるが，Eco-

nometrica の創刊号（1933 年）に掲載された

フィッシャーの論文には，数式は全く出てこな

い。フィッシャーの説明は次のように簡略に進

む（と私は理解する）。

まず，いずれかの時点で過大な債務（over-

indebtedness，つまり経済の中に広範に過大な

借金）が発生する。そうなると，債務者たちが

借金を払えず，彼らの資産が大急ぎで売り飛ば

され資産価格は下落する。資産価値が下がる

と，銀行は彼らへの貸付金を回収できなくなる

ことが激増し，銀行は彼ら以外の他への貸付も

継続できなくなる。そうなると経済に出回って

いる貨幣（その多くは預金通貨）が少なくなり，

融資が細って行き詰った債務者たちは資産を投

売りせざるを得なくなる。それは資産価格をさ

らに下落させ，倒産が加速する。モノが売れず

利潤が減少。そこで生産と雇用が減少する。そ

れらは経済全体に悲観主義と自信喪失を蔓延さ

せる。これが人々や企業に“金があるならつか

わずとにかく溜め込む”ようにさせ，モノがま

すます売れなくする……これが限りなく続いて

いく
(3)
。

この理屈にほんの少しだけ足したり引いたり

すると，次のように言い換えることができよう。

何らかの理由で，経済の重要部分に巨大な債務

が発生したとする。これは危ないと感じた債務

者あるいは債権者が，債務者の資産を売って債

務を軽減しようとする。そういう債務者が少数

だったら問題は無いが，多くの債務者が同時に

そうすれば，資産の価格は急減する。そうなる

と，バランスシートが急激に悪化する債務者が

続出し，債権者は貸付金が回収できなくなる。

債権者は金融機関，特に銀行である。銀行は貸

付金が不良債権となり，新たな貸付を絞り込ま

なければならなくなる。それは銀行融資に頼る

多くの他の企業や他の個人を苦境に追い込む。

企業や個人が金をつかわなくなり，モノやサー

ビスが売れなくなり，倒産，破産が起こる。失

業が増え，ますますモノやサービスが売れなく

なる。さらに倒産，破産が起きる。銀行は彼ら

からも貸付金を回収できなくなる。銀行のバラ

ンスシートはさらに腐っていく。銀行はますま

す貸せなくなっていく。ますますモノやサービ

スが売れない。それはますます倒産，破産，失

業を増やす。それによって銀行の不良債権はま

すます増大しバランスシートが腐り，ますます

貸せない，ますます売れない，ますます倒産，

ますます失業……が繰り返されていく。これは

明らかにそれまでの古典派経済学，新古典派経

済学の中には無かった理論だった。経済がある

状態，つまり過大な債務の積上がり状態に陥っ

てしまうと，バランスを市場の力で回復するど

ころか，ますますバランスが崩れ，ついには船

が転覆してしまう。

この論理の出発点は，過大な債務が経済の重

要部分に広範に出現するというところである。
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これがおきると，損失を回避しようという企業

や個人の当然の行為が資産価格の下落を生じさ

せ，貸付資産の毀損を回避するために貸付回収

を急ごうとする金融機関の当然の行動が債務者

の倒産や債務者の資産価格のさらなる減額を招

き，それが銀行を傷つけて新規貸付を減少させ，

貸し剥がしを促し，これが企業や個人のモノや

サービスに対する需要減少の原因となり，それ

が経済全般の倒産，破産，失業を増大させる。

そしてそれが……というふうに，留まるところ

を知らない下方スパイラルを引き起こすのだと

いっているのだ。債務者，金融機関，個人，企

業，それぞれにとっての合理的行動が経済全体

を破壊してしまう。市場の力そのものが市場経

済を破壊する !! フィッシャーはこの理屈を考

えついたときに，２人の経済学者たちに“こう

いう理論をこれまで見たことがあるか”どうか

を尋ねたという。２人ともそういう理論はそれ

まで聞いたことが無い，新しい理論であり重要

な理論であると答えたのだった
(4)
。フィッ

シャーは，30 年代の大恐慌という異常状態を，

それまでの古典派，新古典派経済学の中には無

かった理論を作り出して説明したのだ。

しかし，実はこのフィッシャーの論文と論理

は，経済学界のなかでとうの昔に忘れられてし

まったのだった。ほとんど誰も注目することな

く，図書館の片隅のそのまた隅に置き去られて

しまった。それがもう一度掘り起こさるのは

Econometricaに論文が載ってから 40 年以上の

年月が経ってから，ハイマン・ミンスキー Hy-

man Minskyが金融制度の不安定性，脆弱性を

強調するに当たってフィッシャーの理論を再発

見したときだったようだ
(5)
。しかし，その時で

すらフィッシャーの理論が注目を集めたとはと

うていいえない。（その後 K indleberger は

Minskyのフィッシャー再発見を強く意識しつ

つ“Manias, Panics and Crashes”
(6)
を書き，資

産市場の熱狂，パニック，バブル崩壊，経済恐

慌の一般理論を再構築しようとしたのだった。）

しかし，上記のようにフィッシャーをほんの

わずかパラフレーズしてみれば明らかなよう

に，フィッシャー理論の本質的部分は，1990 年

代から 2000 年代にかけて日本の経済言論界で

非常に大きな影響力をもった経済アナリスト，

リチャード・クー博士の論理そのものである
(7)
。

つまり，クー博士が 90 年代後半の日本の金融，

経済危機を説明するに当たって中心概念となっ

たバランスシート不況（多分バランスシート恐

慌というべきだろうし，クー博士は明らかに恐

慌を意識している）の論理は，1933年の Irving

Fisherが展開した論理に極めて近いものであ

る。クー博士は，90 年代後半の日本の経済状況

が，通常の経済不況とは本質的に異なるもので

あることを明確に指摘したのだった。ここで是

非とも急いで断っておきたいが，私はクー博士

の独創性にケチをつけているのではない。むし

ろ，クー博士ですら約 60 年前のフィッシャー

の論文とその論理の存在を知らなかったらしい

ということそのものに，極めて重大な意味があ

るのだ。また，クー博士とほぼ同じころ，山家

悠紀夫神戸大学教授（当時）も，これまた独自

の表現でクー博士と同じく，90 年代の日本経済

が直面した問題は，通常の経済不況などとは本

質的に異なる状況であることを指摘したのだっ

た
(8)
。

クー博士のバランスシート恐慌の説明は，日

本が 90 年代に経験したバブル崩壊，その後の

金融危機に関するものである。フィッシャーの

理屈は 30 年代のアメリカ大恐慌の説明である。

約 60 年経って世界は同じ現象を経験したのだ。

私自身には，フィッシャーやクーの線に沿った

大恐慌理解が最も納得できる。
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３．アービング・フィッシャーはなぜ忘

れられたのだろうか？

フィッシャーの（大）失敗，つまりアメリカ

大恐慌勃発の前夜に，経済学者として致命的と

いえるような予想の大失敗をやらかしたことは

よく知られている。NY証券取引所で株価が大

暴落するわずか２週間前，彼は“わが国の株価

は永続的な高原状態に入った”，つまり株価は

今後もずっと高いままで推移する……と公言し

てしまったのである
(8)
。フィッシャーはイェー

ル大学教授であり，株価暴落までは大金持ち

だった。カードインデックスシステムというも

のを発明し，その販売で大金を手にし，それを

元手に株に投資，利益が利益を呼んで大暴落直

前，彼の資産は 1000万ドルに達したといわれ

ている。しかし，永続的な高原状態（per-

manently high plateau）宣言後２週間後に株価

は尻尾の切れたタコのように急降下し，フィッ

シャーも全財産を失ってしまう。アメリカ経済

の恐慌と世界経済の恐慌がここに始まったので

ある。フィッシャーの名声は地に落ち，あの大

失敗，大失言をした経済学者ね……と言われる

ことになった。フィッシャーにはこの汚名が付

いて回ったらしい
(9)
。

さらに，Econometrica論文そのものの一部

にも確かに大きな問題箇所があった。次のパラ

グラフである。. . . . . . if the foregoing analysis is

correct, it is always economically possible to

stop or prevent such a depression simply by

reflating the price level up to the average level

at which outstanding debts were contracted

by existing debtors and assumed by existing

creditors and then maintaining that level

unchanged.
(10)

彼は次のようにいっているのだ。もし自分が

述べている理屈，つまり過剰な債務が発生する

と，債務者が銀行を傷つけ，銀行は債務者であ

る企業を傷つけ，お互いがお互いをドンドン壊

していく下方スパイラルが動き始めるのだとい

う理論が正しいならば，そのような異常事態は

低下してしまった価格の水準をもう一度以前

の，すなわち債務・債券契約が結ばれた時点で

の水準までリフレートして（もう一度膨らまし

て）やり，その水準にとどめてやればスパイラ

ルの動きを止めることができる……と。これは

フィッシャーが物価水準というものは人為的に

コントロールすることができるのだと信じてい

たことからなされる主張である。彼は，このコ

ントロールができるという証拠として 31年∼

33年前半の２つの例を挙げ，グラフを示した。

⑴スウェーデンが物価を低下させずに維持して

いる例と⑵ルーズベルトが新たな政策をとり始

めたとたんに物価水準が上昇した例である。

フィッシャーはいわゆる貨幣数量説を定式化し

たことでも知られるが，マネーストックを操作

することにより価格水準をコントロールできる

はずだという思想が後ろにある。

しかし，問題は一般物価ではなく資産価格で

ある。株や不動産を買うために借金をし，その

資産の価格が暴落してしまったことが非常に多

くの債務者の致命傷になったのだ。一般物価の

ほうも景気が最悪だった 33年初頭から一年前

の 32年一般物価レベルまで戻るのは簡単だっ

たろうが，大恐慌勃発以前のレベルまで戻るこ

とは到底できなかった。（第二次世界大戦勃発

の 1939年においてすら，アメリカの消費者物

価は大恐慌直前の 1929 年レベルを 16，7％下

回っていた
(11)
。

さて資産価格であるが，当時の人々にとって

（もちろん現在の我々にとっても），一度バブ

ルがはじけて株価や不動産価格が暴落した場

合，それらの資産価格が元通りの水準に簡単に

戻るなどということは考えられないことであっ

た（考えられないことである）。大恐慌の引き

金を引いた NY 証券取引所の株価をフィッ
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シャーの言うように簡単に以前のレベルまで戻

すことができるならば話は簡単であったろう。

しかし，資産価格の下落が多くの債務者を破綻

に追い込んだのであり，それが銀行を行き詰ら

せたのである。資産価格が元通りになるなどと

いうことがありうるのだろうか？ 資産価格に

リフレーションを起こすことが解決になるとい

うような議論は，大恐慌を治す薬としてあまり

にも現実性に欠けると考えられて考慮されな

かったのだろう。

恐慌という病気に対して，経済の医者として

のフィッシャーが下した『診断』は的確なもの

だった。彼だけが的確な診断を下したと言える

かもしれない。しかし彼の処方したリフレー

ションという『薬』はとうてい有効性が期待で

きないものだったのだ。1930 年代のアメリカ

も世界も，異常事態に対する処方箋を必死に

なって求めていた。診断よりも薬を求めていた

のだ。この意味で，フィッシャーの理論が 30

年代にすぐに忘れられたのも仕方が無かったの

かもしれない。

４．ケ イ ン ズ『 一 般 理 論（ General

Theory）』の“一般（general）”の意味

をもう一度考える

的確な診断を下したフィッシャーは忘れられ

たが，ケインズはその後もずっと大きな影響力

を持ち続けた。疑いもなく理由の一つはケイン

ズが処方したよく効く薬のせいである。ケイン

ズはイギリスに大恐慌が及んでくる前から失業

対策としての公共事業の有効性をパンフレット

で説いていたが，『一般理論』の第 10章 p120

には有名な穴埋め，穴掘りの効用が書いてある。

“If the Treasury were to fill old bottles with

banknotes, bury them at suitable depths in dis-

used coalmines which are then filled up to the

surface with town rubbish, and leave it to pri-

vate enterprise on well-tried principles of lais-

sez-faire to dig the notes up again (the right to

do so being obtained, of course, by tendering

for leases of the note-bearing territory), there

need be no more unemployment and, with the

help of the repercussions, the real income of

the community, and its capital wealth also,

would probably become a good deal greater

than it actually is. It would, indeed, be more

sensible to build houses and the like ; but if

there are political and practical difficulties in

the way of this, the above would be better than

nothing.”
(12)
つまり失業が出ているようなとき

には，財務省がたくさんの空のビンに紙幣を

ギッシリ詰めて石炭廃鉱にでも穴を掘って埋

め，これをどこかの会社にまた掘り返させると

いうことをやることでも失業を減らすことがで

きる。もちろん家を建てるなどのほうがはるか

に賢いやり方だが，それが何らかの理由で難し

いというなら，穴を掘ってまた埋めるというこ

とのほうが，何もしないことよりも良いのだ

……というのである。

これは，大不況のときには政策的に有効需要

を作り出し，失業を減らしモノやサービスが売

れるようにすべきだというケインズ的財政政策

を説明するものである。もちろん穴埋めと穴掘

りではないが，ケインズが『一般理論』を出版

する３年も前に，ルーズベルト大統領が第１期

目の政権発足早々に，財政支出増大政策の発動

により恐慌脱出の第一歩を踏み出したことはよ

く知られている。ルーズベルトが先に実行し，

ケインズが後に主張した政策は実際に効いたの

だ。ケインズが以後も大きな影響力を拡大させ

ていったのは当然だった。

さて実験は成功し薬は効いた。ケインズはそ

の薬の効能を『一般理論』において説明した。

ここでケインズ経済学が確立され，40 年代以降

のケインズ経済学の発展という道をたどったの
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であった。しかし既に述べたとおり大恐慌の病

理学，つまり何故このような異常状態が始まり，

どのようにして経済を破壊の淵まで追いやった

のか……という解明に関して『一般理論』は確

定的なことは言っていない。だからこそケイン

ズと同時代に生きた経済学者（例えば Hicks

1937年）や後世の経済学者たちは，ケインズ『一

般理論』をどのように解釈すべきかで議論を重

ねたのである。ケインズは一体何を言おうとし

たのだろうかという議論である。その議論は今

でも続いている。

彼の最大の著書『雇用，利子および貨幣の一

般理論』には，“一般”generalという言葉がつ

いている。この general“一般”という言葉は，

実はケインズのこの著作の基本目的を一語で表

現したものである。ここが最重要なのだ。ケイ

ンズ自身，『一般理論』第１章 p3において“I

have called this book the General Theory of

Employment, Interest and Money, placing the

emphasis on the prefix general”
(13)
と宣言して

いる（アンダーラインは鈴木）。“一般”という

言葉こそ強調されるべきだと言っているのだ。

その意味するところはかなり明らかである。ケ

インズは古典派経済学（新古典派もここに入る）

という経済学は，経済に関して特殊な仮定をお

いた上で特殊な結論を導き出しているのだ，つ

まり市場の力が働いて市場が均衡し，完全雇用

が実現されるという古典派，新古典派の結論は

特殊な場合を述べているに過ぎないと言ってい

るのである。従って，“. . . . . . the characteristics

of the special case assumed by the classical

theory happen not to be those of the economic

society in which we actually live, with the re-

sult that its teaching is misleading and di-

sastrous if we attempt to apply it to the facts of

experience.”
(14)
つまり古典派経済学は現実社

会の経済を説明し得ない，特殊な場合のみ通じ

るような経済学を現実経済の解釈に用いるのは

危険である，いけないのだと。そして自分の理

論は，特殊な場合だけでなく一般的なケースに

通用する理論であると主張している。

ケインズは，特殊な場合も説明できるし，特

殊ではない一般的な場合も説明できる理論を提

示することを宣言したのである。その理論の中

では失業が発生することも，失業が継続するこ

ともありうるし，好況，不況が起きることもあ

る。また条件がととのったならば新古典派経済

学理論のように完全雇用も起きうる。確かにケ

インズの理論は失業や不況が日常的に当たり前

に起きる現実経済を説明するものとして強力

だった。総需要が完全雇用産出水準を下回るこ

とがありうるのだという指摘は，古典派や新古

典派の完全雇用均衡神話よりもはるかに現実性

をもっていた。そうなったときどうしたらいい

のかというケインズの議論も説得性があった。

実際 1940 年代以降，ケインズが『一般理論』に

よって開始した経済学は，現実のアメリカ経済，

現実のヨーロッパ経済，日本を含むその他の現

実の経済に応用され，現実を説明する分析理論

として発展していった。戦後に開発されていっ

たマクロ経済学関連の統計も，ケインズの経済

学に沿って開発されたものである。ケインズ経

済学は“一般的”な場合をあつかうことのでき

る経済学として 1970 年代まで優勢を誇ったの

であった。しかし問題は，ケインズがいう

“general”，『一般』は大恐慌のような明らかな

異常状態をも含むのか否かということである。

ケインズの“一般”理論で異常状態が説明でき

るのかどうか？

すでに述べたとおり，ケインズの『一般理論』

の中に大恐慌の体系的な説明を読み取ることは

……少なくとも私には……難しい。経済の中に

巨大な債務が発生し，それを貸した側に巨大な

債権が積みあがり，債務の裏付けとなる資産の

価値が暴落し，とうてい返済することのできな

い債務ととうてい回収できない債権が残された
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状態……というのが大恐慌の本質であった。そ

れは 90 年代∼の日本経済の状態，08年∼のア

メリカ経済の状態，アメリカとほぼ同時にヨー

ロッパ経済が陥った状態と根底の所で共通して

いる。巨大な債務と巨大な債権によって経済の

機能が壊されていく状態をケインズが叙述した

かといえば，それはなかったということになろ

う。ケインズが扱った『一般』的な場合の中に

は，恐慌のような異常状態が含まれるとは言い

難いのではないか。ケインズにおいては，既述

の第 19 章のように……生産者が過大な債務を

抱えている場合には，価格がどんどん下がれば

生産者たちは債務不履行に陥っていく……とい

う個所があり，債務に注意を払ってはいるもの

の，それが大恐慌の原因であるという形の主張

はなされていない。

『一般理論』以後に発展したケインズ経済学

の基本構造を支える主柱の一つは IS-LMモデ

ルである。良く知られているように，このモデ

ルは，一般理論を読み込んだヒックスが「自分

はケインズの言うことをこのように解釈する」

としてその解釈を述べる中でケインズの言うこ

との本質を簡潔に再構築，表現しなおしたもの

である
(15)
。ヒックスのケインズ解釈は 40 年代

以降のケインズ経済学発展の源となり，マクロ

経済学の理論的基礎となった。理論が発展する

中で，IS-LMモデルにもさまざまなバージョン

が登場した。今後もさらに登場するだろう。ケ

インズ経済学では，貨幣賃金を一応いずれかの

水準に固定したうえで，この IS-LM両曲線の

交点において利子率と総生産が決まると主張す

る。その交点における産出量は完全雇用と一致

するとは限らない。このことを用いて，恐慌状

態に関しても，IS 曲線や LM曲線の位置や形

状によって両曲線が完全雇用レベルを下回ると

ころで交わってしまうことがある，つまり不完

全雇用状態で経済が均衡してしまう（労働市場

以外では均衡してしまう）ことを示すことは一

応不可能ではない。このことを以て，その極端

な場合が恐慌状態なのだと主張することは説得

性があると読むことは出来よう。実際ヒックス

は 37年論文の中でそのように主張している
(16)
。

だが IS-LMモデルというのは，結局のとこ

ろ静学的なモデルである。財やサービス市場を

均衡させ（IS均衡），貨幣や資産市場を均衡さ

せ（LM均衡）て，その時その時の生産レベル

と利子率のレベルを説明しようとする。しか

し，そもそも異常状態，恐慌状況の中で財サー

ビス市場の均衡や金融・貨幣市場の均衡を考え

ることに無理はないだろうか。恐慌状況の中で

はほとんど全ての市場が均衡を離れ，下方スパ

イラルに陥っていくのである。この下方スパイ

ラルの原因とその動きを説明しようとするなら

ば，その時々の静学的な均衡を積み重ねて物事

を説明しようとする IS-LMモデルでは，過程

のダイナミックさを十分な説得性をもって叙述

することはできないだろう。そもそも異常状態

の最中，貨幣市場均衡M=L（i，Y）が成り立っ

ているとせよとする仮定に論理的な無理はない

か？ むしろこのような仮定，このような IS-

LMモデルに固執すれば，何らかの理由により

巨大な債務と巨大な債権が資産市場をめぐって

発生してしまったことが巻き起こす金融と実体

経済の異常状態のドラマを見逃してしまう危険

すらあるのではないか。IS-LM モデルが主柱

の一つとなったマクロ経済学において，フィッ

シャーの恐慌理論はすっかり忘れられていった

のであった。

ハイマン・ミンスキーの以下の言葉を思い出

さざるを得ない。「標準的なケインズ解釈が伝

統的な経済学に同化されるにつれ，金融と負債

構造を重要視するという 1920 年代と 1930 年代

の初期には自明であったことが顧みられなく

なっていった。」
(17)
また Kindlebergerも insta-

bility of credit and fragility of banking system
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こそが大恐慌の原因ではないかという 1940 年

以前は当然とされていた議論が，unaccount-

ably slipped into disrepute during the Keyne-

sian revolution and the monetarist counter

revolution
(18)
と指摘している。

５．なぜこんなこと（過大な債務と過大

な債権）が起きたのか？

“Manias, Panics and Crashes”キンドルバー

ガーのユーモアと皮肉

それではそもそも何故経済は資産市場をめ

ぐって巨大な債務と債権を積み上げてしまうの

だろうか。なぜ 1920 年代のアメリカはそれを

やってしまったのか？ 1980 年代後半の日本

経済はそれをやってしまったのか？ 21 世紀

はじめのアメリカ経済や EU経済はそれをやっ

てしまったのか？

それは社会の中に自分や自分の属する社会の

将来に対する有頂天さ，超楽観主義が広がるこ

とがあるから（あったから）である。通常，社

会の中には楽観的な見通しを持つ人もいれば悲

観的な将来を予想する人もいる。またある人は

今は悲観的でも来年には楽観的になっているか

もしれない。また逆の人もいるだろう。人々の

心理は一様ではない。それが通常の姿である。

しかし，何らかの歴史的偶然によって，多くの

人々が，同時に楽観論に入っていくことがある。

ある状況が重なると，彼らがそうなるのも無理

はない，楽観論が広がるのはむしろ自然だとい

う状態が出現することがある。楽観論だけでは

なく超のつく楽観論が広がる場合。市場経済で

は常にそのような超楽観論に捉われているわけ

ではなく，たまたま偶然の重なり合いによって

多くの人々が同時に超のつく楽観論を持つにい

たる場合というのは確かにあるのだ。経済界

も，政治家も，学者も，ジャーナリストも，個々

人の中にも多くが“大丈夫，自分たちの将来は

超バラ色だ”と信じてしまう瞬間，あるいは期

間が生じることがある。

1920 年代後半のアメリカは，世界の産業・経

済の中心がアメリカに移ってきたと実感できる

状態にあった。それまでの世界の経済，政治，

文化の中心だった西ヨーロッパは第一次世界大

戦の結果，広く破壊と荒廃が起き，当分立ち直

れない状態に陥っていた。西ヨーロッパ諸国は

困難な復興過程にあった。アメリカでは戦争中

から様々な新しい産業が起き，それらが 20 年

代大きく成長しようとしていた。これからは

我々が世界の中心だ，我々の産業は世界一だ，

我々が世界を引っ張っていくのだ
(19)
。

80 年代後半の日本は自分たちの経済と産業

の競争力に酔うようになっていた。第二次オイ

ルショックが起きた後，先進国の中では日本こ

そがインフレを驚くほどの短期間で乗り切り，

失業率も低いまま，貿易収支も経常収支も急激

に回復させた。その間アメリカやヨーロッパ先

進国の経済は第一次石油ショック以来のしつこ

いスタグフレーションにさらに悩んでいた。外

国の学者やジャーナリストが日本経済のパ

フォーマンスをほめそやし，日本の社会構造が

経済のスムーズな機能をいかに高めているかを

宣伝してくれた。これから東京は世界中の金を

集めてロンドン，NYと並ぶ世界のマネーセン

ターになるのだ !! というムードが広がった。

我々の将来はバラ色だというわけだ。

アメリカにおいては 90 年代末のころから自

分たちの金融革命，金融技術，IT産業の将来に

対する確信が高まっていった。ITバブル崩壊

といわれるものもグリーンスパン・マジックで

乗り越え，2001.9.11のアルカイダによる世界

貿易センターテロですら金融政策操作で乗り

切ってしまった。80 年代までアメリカが真剣

に懸念した日本経済の実力は，90 年代になって

みると見る影もなく凋落していた。やはり我々

だ，21 世紀の産業と経済の仕組みを作り出せる
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のはアメリカしかないし，我々が生み出してき

た金融技術がドンドン富を生み出していくの

だ!!

EUやユーロ圏の隣では，90 年代が始まる前

にソ連が崩壊していた。40 年以上にわたる恐

怖の重しが突然消えてしまったのである。1990

年代に EUが実現し，統合すればアメリカ以上

の経済規模になる経済圏を生み出したのだとい

う高揚感が西ヨーロッパには広がった。しかも

世紀の境をまたぐ頃，ユーロ€という単一通貨

を実現させた。ここに西ヨーロッパ人たちが，

これからは EUの時代だ，ユーロの時代なのだ

と信じても無理もない状態が出現していた。

繰り返すが，このような高揚感，超楽観主義

というのは市場経済にいつでも出現するもので

はない。幾つもの偶然が重なって社会の（全部

ではないにしても）多くの人々が同時にバラ色

の将来像を信じてしまうということがたまたま

起きたのだ。金融機関というもの，特に銀行と

いうものは，本来綿密な調査に基づく「慎重」

な判断をするはずのものである。いかに貸付可

能な資金がジャブジャブあっても，それを右か

ら左に貸しまくるなどということはしないもの

だ。銀行が中央銀行に持っている当座預金口座

にいかに巨大な残高を保持していても，銀行，

中央銀行，金融監督官僚組織，産業界，政治家

たちなどが同時に同じことを信じるようになら

ないとマネーというものは経済をぐるぐる回ら

ないだろう。誰かがストップをかけることにな

る。

マニア，maniaという英単語は「躁状態」と

いう意味を持つ。キンドルバーガーがManias,

Panics and Crashesというタイトルの本を書い

た時，彼は最初に超楽観主義の躁状態をもって

きたのだ。これが債務と債権を異常なまでに膨

らませてしまう背景であるとキンドルバーガー

は相当なユーモアと皮肉を込めて主張したので

ある。世の中の人々の多くがあまりにも楽観主

義に傾いてしまうと，警戒心が薄れ「躁状態」

に入ることになる。そこでは借りまくり，貸し

まくるという非正常な行為が広がる。「これか

らは＊＊＊の時代だ !!」という予言，またはキャ

ンペーンは，時に非常な説得力を持つことがあ

る。その説得力は社会全体を覆う雰囲気を作り

出す力を持ちうる。説得力があればあるほど

「躁状態」を引き起こす危険性を孕んでいると

いうことなのであろう。

「これからは＊＊＊の時代だ !!」という予言や

キャンペーンは今までも，これからも様々な説

得力をもって繰り返されるだろう。そのほとん

どはすぐにやり過ごされるだろう。しかしその

うちのどれかがたまたまジャックポットには

まったとき，異常状態が出現することがもう無

いとは……やはり……言えない。1989 年の時

点で K indleberger は言った。The world

seems not to have learnt from experience in

the past. It may do so in the future.
(20)
しかし，

89年は日本のバブルが最高潮に達した年だっ

た。そしてほぼ 20 年後，アメリカと EUとは

とんでもないバブルを膨らませ，はじけさせた

のだ。キンドルバーガーのユーモアと皮肉を込

めた忠告は，世界中のほとんどの経済学者，金

融業界，政治家，ジャーナリスト……達に全く

通じていなかったのだ。
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