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Abstract

 Sir Roy Harrod, the most famous original thinker on the theory of economic growth, says that 
the ＇natural＇ growth rate ＂sets a limit to the maximum average value of the real rate of economic 
growth over a long period＂. When we think about the economic growth of the 21st century＇s Japan, 
don＇t we forget this basic and important proposition? Because, the natural growth rate is ＂the rate 
of advance which the increase of the population and technological improvement allows＂. And, we 
should better bear the fact in mind that the birth rate of Japan is very much low.
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0 ．はじめに 
－成長の評価と“停滞の実感”－

　この研究の目的は、一時を除いてあまり注
目されることがなかった、いわゆる資本主義
経済の「長期停滞論」と R.F.ハロッドの成
長理論を用いて、先進資本主義諸国とくに日
本の「低成長現象」を考えることである。と
言うのは、現在の日本でのマクロ経済に関す
る論議では、成長の評価についての一方的な
揚げ足取りや水掛け論がメディアやWeb上
で行われ、理論的かつ経験論的検討というも
のが殆ど表に出てこないように見えるからで
ある。1）

　やみくもに高い成長率を目標に設定するこ
とは危険であり、経済を真剣に考慮しようと
する立場からはありえないことである。もち
ろん低すぎる成長率は税収や福祉政策など多
くの項目での弊害をもたらす。では日本の成
長率はどれくらいが相応しいのか、その一方
でそれは可能なのか。日本社会にとってどれ
くらいが自然で、無理のないものなのか。そ
う言う議論が先に来るべきであり、その際に
踏まえるべき経済学的な議論があるはずだ。
これが本論文の底にある意図である。その土
台として、今回は長期停滞論を考慮する。
　長期停滞の議論は、いわゆる“世界大不況”
The Great Depressionと第二次世界大戦を経
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た1950年代の米国で、資本主義の限界、資本
主義の将来像等について、やや悲観的な視点
から行われたものである。

1 ．長期停滞論

1 ．1 ．世界不況長期化の歴史と経済学の反応
　このままずっと経済は停滞し続けて行くの
ではないかと言う不安は、自由資本主義の歴
史においては時折出て来るものである。1929
年秋以降続く世界大不況の米国や欧州への影
響は長引き、J.Mケインズの「一般理論」と
言う経済学の新しい処方箋は生まれたもの
の、結局最後は戦争による需要の回復と言う
引き金によって、大不況の影響感は一時忘れ
られた。しかし、戦後唯一の超大国となった
米国で、世界大不況の原因追究や、ソビエト
連邦すなわち社会主義体制との政治闘争との
関連で、改めて資本主義がもたらすものへの
検討が行われた。
　米国での賛否は分かれるが、理論的前提と
して、英国の J.M.ケインズがその「雇用利
子および貨幣の一般理論」で提示した新しい
理論と政策提言がある。資本主義体制は国民
全体の福祉と言う観点では不完全だが、これ
に代わり得る体制は存在せず、これを管理し
ながらマクロ経済を運営して行くべきであ
る。これがケインズ提言を受けた戦後資本主
義国の共通した認識と言える。しかし、運営
の細目について多くの見解が乱立することと
なった。
　この論文は、ケインズという偉大な知性が
緊急用の処方箋のみを残し、対策については宿
題として残さざるをえなかった長期の景気停滞
を、日本の状況に重ね合わせて考える研究の一
環である。今回は特に学説史から考える。
　長期停滞論と言えば米国のアルヴィン
H.ハンセンの名が挙がる。また、ジョセフ ･
シュタインドルも著名である。ここでは、本
来、ケインズの学生でありながら、短期に主

眼を置く「一般理論」の枠から踏み出し、経
済成長理論の基礎を築いた R.Fハロッドに注
目する。その成長理論にも、長期停滞モデル
が含まれていることを改めて指摘し、これを
現在の日本に当てはめてみたい。2）

1 ．2 ．アルヴィン H. ハンセンとジョセフ ･
シュタインドルの長期停滞論

　本論文の中心であるハロッドの停滞論と同
じポイントを共有するハンセンの長期停滞論
を見ておこう。ハンセンの主張はこうであ
る。景気変動のカギは消費ではなく投資であ
る。GDPのうち最大の比率を占める消費は
所得や将来予測などの影響を受けるものの、
その不安定性は投資ほどではない。一方投資
は企業が行うもので、少しでも将来の不安な
どが増大するとすぐに抑制され、しかも乗数
効果を伴うので、景気の上下動に消費よりは
るかに大きく関わる。ハンセンはここで投資
の将来に関わる経済外的要因を三つ取り上げ
る。①人口増加、②領土の開拓つまりフロン
ティアの存在と消失、そして③技術革新、で
ある。これらの要因のあり方が不調で、その
対策を怠ると、“病的景気回復”にしかならず、
“抜けきれない硬い芯のように失業を残して
ゆく不況”によって特徴付けられる“長期停
滞”に至ると言うのがハンセンの立場である。
とくに人口増はケインズの言う有効需要に直
結するので、これを失うことは“投資のはけ
口”を失うことになるとハンセンは強調する。
　このように、ハンセンは停滞の原因である
投資を抑制する要因を直接の経済学的要因で
はないものに求めている。これに対し、シュ
タインドルは、むしろ企業の内的な要因にそ
れを求めている。その中心すなわち投資の継
続的な推進力は、①企業の内部留保つまり金
融的余力、②ノウハウ等の蓄積、にあると見
ている。加えて、この①や②つまり資金やア
イデアまたはシステムなど、有形無形の“内
部蓄積”とも言うべきのものの補佐役である
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④外部資金の調達能力と⑤設備の利用度の高
さ、この二つを指摘している。この二つも企
業家の投資の決意に影響を及ぼすものとシュ
タインドルは見ている。3）

　資本主義が成熟した寡占市場のような不完
全競争の下では、市場価格に硬直性があり、
企業が価格引き下げにより財の超過供給を解
消するという対応が出来にくい。そのため企
業全体で過剰生産能力が大きい傾向がある。つ
まり、設備の利用度が低下した状態に陥りがち
で、それが投資の決定を抑制する。これがシュ
タインドルの見る長期停滞の原因である。
　なお、その後、米国ではケネディ・ジョン
ソン政権時を通じ、経済成長が復活し、ハン
センやシュタインドルの理論は重視されなく
なって今日に至っている。

1 ．3 ．ローレンス・サマーズの長期停滞論
　長期停滞論として最も新しくかつ注目され
ているものは、L.サマーズ元米財務長官の
いくつかの発言、記事、コメントである。4）

　サマーズは2013年に一度この「長期停滞」
と言う表現を使っているものの、当時はまだ
半分疑いを持っていたとのことである。しか
し、2014年に至ってこの言葉を使うことにつ
いて躊躇がなくなったようで、IMFの会議
や SNS等で持論を展開するようになった。
　サマーズが停滞と見る米国の現象は2008年
のリーマン ･ ショック以降の「金融危機に
よって低下したと推測される潜在的 GDP成
長率を、現実の成長率がさらに下回ってい
て、その差が開いたまま」ということだ。そ
して、その原因を「金融の不安定」に求めて
いる。事態の深刻さは、需要を増やして完全
雇用に接近するためには、金融の安定性を犠
牲にしなければならないことから来る。これ
がサマーズの意図である。これは日本や EU

にも当てはまるようで、基本構造としては
リーマン ･ショック以前から存在しているも
のとサマーズは見ている。原因はやはり「貯

蓄と投資の不均衡」で、とくに「貯蓄過剰」
のために、均衡をもたらす利子率（金利）が
本来マイナスでなければならないが、先進諸
国ではそれが達成できないからだとする。そ
れがまだ金融緩和の不十分さをもたらし民間
投資の阻害容認になっているとサマーズは見
ている。2017年時点では、日銀のみが一部、
ある金額層の貸し出し金利に、わずかなマイ
ナス値を適用しているだけである。5）

2 ．景気データによる認識

2 ．1 ．物価、失業率、成長率
　ここで、日本のマクロ経済指標やここ数年
のフィリップス曲線、オークンの法則図など
を見ておこう。この論文が書かれている2017
年10月時点でのデータを確認すると、日本の
名目経済成長率は 9月の内閣府速報（ 2次
速報）では、原系列が1-3月期は0.7％、4-6
月期が年率換算で 1％である。同 GDPデ
フレータは其々－0.8、－0.4で、この限り
では微弱なデフレである。年次（暦年）で
は2015、2016両年とも、実質成長率1.1％、
1.0％であった。
　一方、完全失業率は図 1に見られるように
2010年以降 5％台 4％台と低下を続け、2016
年次データでは3.1％、2017年に入ると 5月
の3.1％以後、6月、7月、8月と連続で2.8％
と低下している（図 2）。雇用指標は改善が
続き、8月時点で就業者雇用者数ともに56か
月連続の増加を示している。6）

　物価については（図 3）、40年のトレンド
では上昇率が収束安定の方向にひたすら向
かってきたことが分かる。最近に限定すると
（図 4）、一時的に日銀が目標とした 2％に向
かいかかったが、再びデフレ的な色合いを濃
くしつつある。

2 ．2 ．フィリップス曲線とオークンの法則
　ここでフィリップス曲線を見ておこう。
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図 1 　完全失業率（％）

図 2 　完全失業率と就業者増減

図 3 　長期の物価上昇率（％）CPI による
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M.フリードマンの長期フィリップス曲線の
議論とその後の経済学界の変化により、理論
的な見解が立場によって異なるものなので、
余り重視しない意見もあるが、確認はしてお
こう。
　1983年から2016年の長期で見ると（図 5）、
その形からはフィリップスやサミュエルソン
が見ていたような右下がりの曲線が想定でき
るかもしれない散布図になっている。
　一方、バブル崩壊が1991年頃で、1994-
2016のグラフ（図 6）は、それ以降のいわゆ
る平成不況期の点の動きにあたる。仮に短期
フィリップス曲線があるという立場で見る
と、この94年以降の散布図点群の中にも、や
はり右下がりの回帰直線を見ることもできる
が、グラフ図左端にある、初めのー点と終わ
り二点の説明がつかない。散布図として見る
と右下がりと見えなくもないが、追跡の線を
入れてみると、垂直に近い動きも目立ち、こ
れは長期フィリップス曲線を想起させ、右下
がりの短期フィリップス曲線の存在には疑念
を生じさせる。
　次に、アーサー ･オークンがかつて示した
経験則を見ておこう。GDP成長率と失業率
（その差分等）との間に想定される負の相関
関係である。図 7は失業率の変化率をひとつ
の軸としたが、図から受ける印象は、相関や

逆相関といったものよりも、むしろ横方向の
動きである。すなわち、同じ失業率でありな
がらいくつかの成長率の数字を示すというこ
とで、日本のこのデータによる限りでは、経
済成長の細かい動きが（マイナスの場合を含
め）、必ずしも雇用に反映するとは限らない
ということを示しているとも解釈できる。7）

3 ．“自然成長率”

3 ．1 ．ハロッド不安定成長理論の概要
3 ．1 ．1 ． ハロッドとドーマーの着想：投

資の長期的性格と両者の違い
　ケインズ「一般理論」は、古典派の「需要
は供給によって決まる」と言うセイ法則の因
果関係を転倒し、次のようなことを主張し
た。即ち、資本主義市場経済では総供給の規
模が需要サイドの動向によって決まり、雇用
量はその総供給に相応しい大きさとなり、そ
こでは同時に、総投資額が総貯蓄額に等しく
なるよう総所得が決まる、従って、需要の決
定理論こそが重要である、と。しかし、ケイ
ンズは緊急の政策こそ大事として、そこでは
短期つまり生産能力（機械設備等）一定を想
定したため、投資がもたらす供給能力増など
長期的性格について本格的検討をしなかっ
た。

図 4 　2000 年以降のインフレ率（％ CPI による）
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図 5 　フィリップス曲線 1983-2016

図 6 　フィリップス曲線 1994-2016

図 7 　オークンの法則図 1995-2016
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　これはいわゆる投資の二重性という問題で
ある。投資は支出つまり需要の増加要因とし
てすぐに作用するが、一方で将来の生産能力
増加をもたらす。つまり供給レベルを増加さ
す側面も考えなければいけない。乗数効果を
通じて需要を増加させると同時に、投資支出
自身が生産設備等固定資本等の拡張をもたら
し、供給量を上昇させる。よって短期と違
い、長期の場合には、投資が引き起こす需給
のインバランスが、遊休設備や失業を引き起
こすリスクを考慮しなければいけない。
　このような状況で、総需要と総供給が均衡
し、相応しい雇用量を確保しつつ経済を成長
させる条件、「均衡成長条件」を模索したのが、
を D.E.ドーマーと R.F.ハロッドである。
3 ．1 ．2 ．ドーマーとハロッド：関心の差
　ドーマーは統計的概念を駆使して均衡成長
の条件追及に重きを置いた。他方、ハロッド
の関心はこれらの条件を満たすべく調整する
機能が資本主義市場経済にはなく、経済の不
安定が生ずる可能性があると見て、それを解
明することに重きを置いた。ここでは日本の
現状をハロッドの理論に当てはめることを主
目的とするため、ハロッドの説明を中心とす
る。8）

3 ．2 ．不安定性理論
3 ．2 ．1 ．適正成長率と資本係数
　ケインズ有効需要の原理に従って、一国
の総所得＝総生産・GDP、即ちモノやサー
ビスの流れにおいては、消費や投資支出に
GDPが合わせることによってその大きさが
決まる。一方、その裏、逆方向のカネの流れ
から見れば、このとき貯蓄と投資が均衡す
る。
　s＝社会平均貯蓄性向　Y＝総所得・GDP

　I＝総投資額　S＝総貯蓄額
とすると、一国の貯蓄額は
　S＝s･Y  ・・・①
となる。また、ハロッドは「投資が GDPの

増分⊿Yに反応する」と想定する加速度原理
を想定する。
　I＝Cr･⊿Y  ・・・②
　ここで加速度原理の係数部分に採用された
Crは「必要資本係数」と呼ばれ“均衡産出
量 Yの 1単位あたり生産に必要な資本の量”
を表す値と見なされる。消費者所得の増加部
分から生じる消費財需要を満たすためにどれ
だけの資本量を追加する必要があるのかを示
す数字と見なさせる。すでに述べたように、
マクロ経済の均衡、総需要＝総需要のとき、
貯蓄と投資の均衡が成立するので、
　I＝S

このとき、①と②から
　s･Y＝Cr･⊿Y  ・・・③
が成立する。成長率を含む式に変形すると、
　s＝Cr･(⊿Y／ Y)＊ ・・・④
　貯蓄というものは、現在の需要を削減する
上に将来の生産能力供給能力の増加をもたら
す。従って貯蓄がなければ成長は見込めない
が、需要と供給のバランスを崩す原因にもな
る。
　ある消費者が勝手に決めた貯蓄水準と、そ
の時企業側が別個に決めた投資が、④という
等式を満たす保証はない。④の成長率（⊿Y

／ Y）＊は特殊なものである。そこで、均衡
を保持しつつ成長するこの特殊な成長率には
特別の表記をしておく必要がある。これに均
衡の印＊を付け、（⊿Y／ Y）＊とする。この
特殊な成長率、即ち保証成長率あるいは適正
成長率と呼ばれる値をハロッドは GWと表記
し（WはWarranted＝保証された）
　s＝Cr･GW  ・・・⑤
とする。“特殊”であるとは、別の表現をす
れば、企業側が予測を元に意図的かつ勝手に
行った投資にもかかわらず、消費者側の独立
した意図で行った貯蓄率 sと、そのときの生
産システムである資本係数 Crとの間を矛盾
無く繋ぐ、唯一の成長率値であるということ
だ。当然⑤は方程式になる。
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3 ．2 ．2 ．現実の成長率 G と保証長率 Gw
による短期変動の説明
　この⑤式と比較するために、現実の平均貯
蓄性向 sと現実の経済成長率 Gを想定し、
　s≡C･G  ・・・⑥
とする。これは⑤と違って恒等式であること
から分かるように、事後的に判明する現実の
経済成長率 G＝⊿Y／ Yと貯蓄率 sを最終的
に繋ぐことになった、つまり事後的に判明し
た資本係数値 Cを結びつけた式である。消
費者、企業が互いに勝手に意図したり計画し
たりした貯蓄（消費）や投資がもたらしたも
のではない。事後的に不均衡を調整して出
てきた結果と見ることができる。この Gは、
その環境での保証成長率 Gwと一致する保証
が一般的にはない、とハロッドは言う。現実
の成長率 Gが、需要と供給のバランスをと
りつつ、なおかつ成長することの出来る成
長率 Gwと一致し続けることは多分困難であ
ろうという予想から始まる。この保証成長率
Gwは、すでに見たように、マクロの貯蓄率
と資本係数の組合せから算出されるもので、
それらは刻々変化しているであろうが、国家
の経済への介入でも市場の調整能力でも常時
これらを制御して行くなどと言うことは、不
可能である。資本主義市場経済が前提であれ
ば、この制御を市場の調整能力に頼ることに
なるが、多分それは無理だろうとハロッドは
言う。これは、ケインズの考え方でもある。
　するとその後どうなるか。ハロッドは、社
会的平均貯蓄性向 sは成長率等と比べるとあ
まり動かないものと想定している。すると、
次の三通りが想定できる。9）

　G＝GW  ・・・⑦
　G＞GW  ・・・⑧
　G＜GW  ・・・⑨
　⑦の場合は偶然以外余り考えられないが、
こうなれば企業の意図した投資量は、社会の
供給した貯蓄量に丁度等しく、追加された設
備は遊休することなく適当な利用状態で操業

がなされる。これを継続維持できる状態につ
いて、ハロッドは「生産者が自分のこれまで
行ったこと（投資）に満足していられるよう
な進歩の線」と表現している。しかし、この
維持は非現実的で、常に食い違いがあると考
えることは自然であろう。
3 ．2 ．3 ． 想定（1） 

：保証成長率GW ＜現実の成長率G
　⑧の場合は現実の成長率が保証成長率を上
回り設備は酷使される。かつ C＜Crとなる。
つまり、必要な投資がまだ満たされていない
と見なされ、企業が意図した投資は貯蓄を上
回り、有効需要はさらに増大し成長率 Gは
ますます GWから乖離する。景気の上昇過程
にあたる。2017年現在の日本からは遠い状況
である。
3 ．2 ．4 ． 想定（2） 

：保証成長率Gw＞現実の成長率G
　⑨は⑧の真逆で、現実の成長率が保証成長
率を下回っている場合である。追加された設
備などは適正な利用度以下で使用される。資
源の遊休部分が大きい状態に当たる。C＞Cr

となっているので、企業は投資を抑制し有効
需要はさらに低下し、この状態に拍車をかけ
る。これは景気の下降過程になる。

3 ．3 ．自然成長率による長期変動の説明
3 ．3 ．1 ．自然成長率 Gn
　ハロッドは長期の経済変動に関しては、短
期変動の波を上部と下部から押さえ込む要因
を想定する。そこで重要な役割をするのが
「自然成長率」であり Gnと表記する。ハロッ
ドはこの自然成長率を人口増加率 Pにある
種の技術進歩率λを加えたものと定義する。
　Gn＝P＋λ  ・・・⑩
ハロッドの説明に忠実に記述すると、Gnは
「完全雇用時の人口増加と技術の改良が許容
する、もたらしてくれる（景気）上昇の率」で、
「すべての種類の生産者が仕事と余暇の時間
を満足するようにバランスさせることができ
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るような総生産の経路」を表すものである。
　なお、保証成長率 Gwは企業者によって満
足される成長率であり労働者の満足とはかか
わりがなく、非自発的失業の可能性をはら
む成長率のことであった。つまり、この Gw

と、自然成長率 Gnに「直接の関係」はない
とケインズも言う。全く別個の性格を持つも
のと想定される。10）

3 ．3 ．2 ．自然成長率による上限と下限
　上記3.2.3.のような景気の上昇過程であっ
ても、経済は無限に均衡から遠ざかることは
ない。G＞Gwによって、失業者が雇用に吸
収され始めると、いずれそこには労働人口
という天井つまり、自然成長率 Gnとの関係
で、押さえ付ける力が働き始める。仮に例え
ば今の日本のように労働人口が余り増えな
い状態で、かつ明白に Gn＜Gwであれば、G

は長期的には Gnに収束するので、G＞Gw

はただちに反転して、G＜Gwとなり景気下
降過程に入る。長期的には、低い水準の Gn

に現実の成長率 Gが一致し、それが維持さ
れ、以後 Gnに沿って長期の不況が続くと想
定される。
　もしも、歴史の浅い若い資本主義国でそこ
までの低人口成長でなく、Gn≧G＞Gwであ
れば、適正をこえて、高い自然成長率 Gnに
引き寄せられた経済は、景気過熱すなわちイ

ンフレーションを起こす。インフレーション
は、所得分配においては労働より資本側すな
わち賃金より利潤の方に有利な再分配効果を
もたらし、いずれ貯蓄に影響を及ぼす。利潤
（株式の配当など）を受け取る側に有利な分
配により、おそらくはマクロでの貯蓄性向を
より大きくする力が働くであろうとハロッド
は指摘する。これは消費の縮小を通じ景気の
反転つまり下降をもたらすことになる。
　なお、初めからG＜Gwであった場合では、
①消費には下限があること、②資本設備の減
価償却という、投資にとっての下限かあるこ
と、この二つから Gの反転、上昇をもたら
し、いずれ Gが Gwを越える時期が来ると
ハロッドは指摘する。11）

3 ．3 ．3 ．日本の低成長人口と自然成長率
　さて、ここで近年の日本がどれに当たるか
考えてみよう。明らかに人口の増加が非常
に少ない日本の Gn値は、技術革新部分を除
けば、非常に小さいものと見ざるを得ない。
Gnがほぼゼロと見て、また、日銀の物価目
標（インフレターゲット）2％が、なかなか
達成に至らない状況を考慮し、少なくとも0
≒Gn＜Gwと考えれば、上記の最初のパター
ン、つまり長期不況に該当すると考えること
が自然であろう。以下に掲げる三種類四つの
グラフ図 8～図11を参照のこと。12）

図 8 　GDP と労働人口の成長率（％）1956-1998
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図 9 　GDP と労働人口の成長率（％）1998-2016

図 10 　労働人口と GDP 成長率（％）1956-1998 　図 8の散布図

図 11 　労働人口と GDP 成長率（％）1995-2016 　図 9の散布図
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3 ．3 ．4 ．労働効率型技術進歩と経済成長
　日本は当面、移民政策を変えない限り、人
口成長率が急に大きく上振れすることは見込
めない。しかも、図10と図11を比較するとわ
かるように、2000年を越えてからは、それ以
前に比べ、労働人口の変化と経済成長率の
関係がより不明確化しているように見える。
よって、経済成長のために日本に残されたも
のは技術進歩率の向上である。すなわち、モ
デルで言えば⑩式のλ項である。
　このハロッドモデルにおいて成長率に加算
できる性質の技術進歩は、いわゆる“ハロッ
ド中立型技術進歩”と呼ばれるもので、すべ
ての技術進歩をカバーしているわけではな
い。しかし、これは労働者が本来一人のはず
が実質七人いるかのような能率的働きをもた
らす結果を生むという技術進歩に相当する。
すなわち、AI（人工知能）を装備したコン
ピュータ他 OA機器などにより、従来の人力
では途方もない時間と労働のコストを費やし
ていた仕事を迅速に安価で行ってしまうよう
な現在進行の技術進歩を考慮するのにこれは
ふさわしいものである。13）

　結局、これが意味することは、日本が国家
として移民に頼らない国を作ると言うなら、
教育を徹底して、科学と技術の高水準を維
持し続けることに徹すると言うことであり、
それは人材への投資、特に教育への投資水
準を上げるということを意味する。つまり、
OECD諸国では最低の対教育公的支出とい
う状況を、まず変えるということから始めな
ければいけない。
　考慮すべき項目は、まだある。このハロッ
ド中立型技術進歩というのは、一人の労働者
に複数人分の効率的働きをさせてしまうよう
な技術的向上であるので、歴史的に最も人間
が目指してきた技術進歩でもある。と言うこ
とは、この進歩により従来型の労働つまり
人、に技術がとってかわることになり、社会
の発展に追いつけない人々にとっては、より

過酷な社会になる可能性が高い。つまり、マ
クロ経済での生産性向上と所得の公平な分配
と言う、トレードオフとなることが予見され
る。つまり、生産性を高めようとするとどう
してもさらに格差が拡大する傾向が出てくる
ことになる。従って現実の問題としては、格
差対策を維持しつつも、教育と技術の向上で
生産性を上げて行かねばならない困難な課題
が日本人の前に。立ちはだかる。

4 ．終わりに

4 ．1 ．停滞感の時代に
　「知識人の皆さん、当然と思っていたこと、
前提としていたことを疑ってみませんか？」
「社会にとって害となる、始末に負えないも
のは、それらを支配していた思い込みやそれ
を形成した思想なのであって、金銭欲物欲な
どではないのですよ。」と言いたかったのが、
ハロッドを指導した、今では単なる経済学者
に扱われがちな多才な知能人、哲学者ジョ
ン・メイナード・ケインズである。
　現在、経済でも政治でも、我々の無意識内
に余りにも多くの思い込みや根拠のない“公
理”を刷り込むメディアが多すぎることに覚
醒することは、皆ないだろうか。その結果、
実は間違った方程式が世の中を支配している
と勘違いして、その解に無理やり自分の価値
判断で最良と思った力を加えようと必死に努
力し、あるいは、その間違った方程式には実
は解が存在しないのに、必死になってそれを
求めようとする。そして、そういう姿勢こそ
が理性であり、理性のみが問題を解決する手
段であり、またそうあるべきだと。そういう
思想に凝り固まって気が付かない。自然科学
と違い、実験などの手法が使えない社会的問
題にはこのようなことがよく起こる。14）
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4 ．2 ．“実感がない経済成長”という言説
と観察眼

　我々は冷徹に現象を理解しようと努める
が、経済に対する国民世論の大部分はウェブ
も含めた圧倒的な量のメディア、また SNS

による印象で占められる。
　2017年10月23日、前日の第48回総選挙にお
ける現政権の勝利を受けて、東京証券取引所
の日経平均株価は 2万1696.65円で、1996年
以来の高値となった。つまり米国経済などの
状況をふまえ、バブルへの懸念や、財政赤字
累積への警告もあるが、先の見通しは良いと
の判断が市場にあったということになる。
　日本銀行の黒田総裁が物価上昇率の目標す
なわちインフレターゲットを 2％に設定して
4年は経過したが、いまだ達成された形跡が
ないことで、批判を受けることも多い。そ
の一方、経済成長率は直近の内閣府速報で
1.0％と、プラスとはいえ歴史的には低いな
がら、マクロ経済指標例えば、大学新卒者へ
の求人など雇用労働の数字は改善している。
　しかし、新聞 TVなどのインタビューやア
ンケート調査では、やはり「実感がない」「特
によくなっているとはとは感じない」といっ
た意見が“多数”であるかの記事報道が多い。
メディアは自らの調査、アンケートの正当性
を前提に、そこから彼らなり得た“印象”を
元に見出しや記事、あるいは番組作成し、そ
れを世間に公表し、多くの購読者はそれを真
実であると認識しているのであろう。いずれ
にせよ常時メディアは成長率つまり景気が
“まだまだ”であるかのような雰囲気を作り
出そうと努力している。
　マスメディアは度々街中での通行人へのイ
ンタビューを報ずる。TVニュースに登場す
る通行人は、大抵「景気が良いなどと言う実
感はない。」「生活が良くなったかと言うと、
そのような実感はない。」と言う。だが、そ
もそも、生活に満足しているなどと公に言え
る人間はそんなにいるのだろうか。大抵の人

間は常時、悩みや経済的、非経済的不安を抱
えて生きている。
　かくしてメディアに載る「国民の感覚」ら
しきものは、いつでも、ほぼ「停滞」と言っ
てよい。メディアに接した多くの人も、本当
は自ら確かめているわけではないが、事実上
それを、その空気を容認せざるを得ない。「停
滞感」は空気のようにメディアの中に漂う。

4 ．3 ．人口と技術革新
　このように、メディアが煽り立て、多くの
国民が現在の経済状況では満足していないと
いうシグナルが乱発されると、勢い、その経
済にとって‘自然な’成長率を無視した、長
期的には不自然な無理な成長を、その政府は
目指さざるを得ない。ハロッドは自ら定義
した、自然成長率“natural growth rate”の
‘natural’に、もうひとつ‘optimal’の意味
を与えている。自然な、かつ、社会的に“適
正”であるということだ。15）

　大衆の不安不満を伝えるメディアや政治的
攪乱が、本来目指すべき適正な経済成長率を
大幅に超えた、無理な高率の成長を政策担当
者に強いていると言える。その危険性を民主
主義国家の経済は常に孕んでいる。民主主義
のコストとも言える。
　ところで、究極の資源とは、労働力であ
る。少なくとも我が国の場合は、人口成長率
または労働人口成長率が極めて低い状態にあ
り、経済成長が必要なら、残る手段は、既に
述べたように、教育への投資を怠らないこと
であり、とりわけ初等教育やそれに続く科学
教育などによって技術革新のすそ野を長期的
に広げてゆく方法のみである。この時間のか
かる、長期にわたる人材育成に力を注ぐこと
が、地味だが正統（オーソドックス）な経済
対策のはずだ。だが、短気なマスメディアや
ネット社会がそれを破壊する危険性は大であ
る。かつて、ハロッドと共にケインズの高弟
であったジョーン・ロビンソン女史は「経済
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学者に騙されないために経済学を学ぶ」と述
べたが、この表現のターゲットは、もう少し
広げることが望ましいだろう。

注

1 ） この論文は2017年10月、日本国の第48回総選

挙つまり衆議院選挙の最中にまとめられてい

る。与党は経済成長がプラスで継続している

事実や株価の上昇を述べ、保守系野党は、ま

だ成長の実感がないと言う趣旨の演説をし、

1955年体制型野党の系譜にある者は、格差の

拡大や“資本による利益独占”の不当性を訴

える主旨の主張を行った。22日投票の結果は、

与党が圧勝（312議席）し、国民は政権の継続

を選択した。

2） ハンセンはケインズ的な財政政策についての

分析を行ったアメリカ・ケインジアンのひと

り。長期停滞の要因についてはとくに、ハン

セン（1950）から第四編「投資誘因の今昔」

p.357-444.を見よ。シュタインドルは、ソビ

エトとは一線を画す英米のマルクス経済学者

からも影響を受けた資本主義企業体制に批判

的視点からの分析である。シュタインドル

（1962）参照。このほか、米国のマルクス経済

学者ポール ･スウィージーの消費からの分析

による停滞論も挙げることができる。

3） シュタインドル（1962）参照。このほかに経

済史学のロストウも参考に値する。W.W.ロス

トウは独自の経済発展段階論で著名だが、そ

の中で「高度大衆消費社会」が達成されたあ

との状況を、「消費の彼方」と表現し一種の予

言を残している。全体としては曖昧であるが、

その中の「退屈」と言う表現が特に目立つ。

4） サマーズの長期停滞論については、日本のい

くつかのシンクタンクの調査報告や、サマー

ズ本人の HPが参考になる。HPにはWSJな

どでのインタビュー記事や様々なスピーチの

速記録が公開されている。

5） ただし、2017年後半で、米国の経済は先進諸

国の中では堅調と見られ、平均株価の上昇振

りも顕著である。ドナルド・トランプ政権の

経済政策への期待が根強くあるからと見られ

ている。

6） 雇用関係、物価、人口のデータは総務省統計

局の HPから取得、グラフを作成。特に雇用

関係のグラフは「労働力調査」から作成。

7） ここに示した、オークンの法則想定の散布図

は、日本の上記年データで作成した。元々の

オークンによる図は四半期データによるもの

である。

8） それぞれドーマー（1958）、ハロッド（1953）

を参照のこと。またハロッドとの特徴差につ

いては前掲ドーマー（1958）内の訳者宇野の

評価を見よ。

9） ハロッド（1953）P.79他。なお、この動学理

論は、出版よりかなり早期（少なくとも1939

年以前）から検討が重ねられ、「動態経済学序

説」の実質的内容について、ハロッドはケイ

ンズに意見を求めている。とくに保証成長率

と自然成長率の位置付けや意味合いについて、

両者の間に書簡の往復がある。詳細は、ケイ

ンズ全集ⅩⅣ p.320-330（原書頁）所収。

10） この保証成長率 Gwは、生産者側にとって満

足で“適正”であるが、不完全雇用状態の可

能性を孕んでいる。自然成長率 Gnとは対照

的である。このことをはじめに明確に指摘し、

議論でクギを刺したのは、初期の動学理論の

原稿にハロッドから意見を求められたケイン

ズである。書簡にその経緯が見られる。上記

9）にあるモグリッジ編ケインズ全集ⅩⅣの

同箇所、Harrod（1948）p.87参照。

11） Harrod（1948）p.87-91参照。

12） 雇用は総務省統計局「労働力調査」、GDP関

連は内閣府 GDP速報の時系列データからグ

ラフを作成。

13） “ハロッド中立型”と言うのは、労働の効率

性を上昇させるようなタイプの技術進歩のこ

とである。時間 tの生産関数では、産出量 Y、

資本 Kに対し、労働 Lのみがあたかも増量し

たかのような Y(t)＝F(K(t), A(t)L(t))という効
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果で表現される。

14） ケインズと言う知能人は、意見の違うであろ

う相手を頭ごなしに“こき下ろす”ことは余

りしない人物であった。また、戦後の資本主

義経済体制発足直後に早逝したため、国際マ

クロ経済の最初の着眼者であったにもかかわ

らず、経済政策には明確な指針を残すことな

く消えてしまった。1980年代にはとくにアメ

リカで、その魂まで“死んだ”つまり“ケイ

ンズ的政策は有害”呼ばわりされた。その後

不景気のたびごと、“再生”されたかのごとく

崇め奉られるが、ケインズの残した宿題つま

り雇用の維持と健全な自由資本主義の両立へ

向けての政策というものに経済学界からの明

確な答えが出ないまま、社会は先へ先へと進

む。

15） Harrod（1973）p.21等参照。そこには、“Let 

us symbolise the social optimum rate of growth 

by Gn.”と言う記述がある。
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