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はじめに：今の日本の問題点を解決する。

1990 年代のはじめの不動産バブルの崩壊以来、２５年間以上にわたって日本

はずーっと不況がつづいている。デフレ脱却も政府の重要な経済方針にされなが

ら、解決される様子もなく、今日まで来ている。安部のミックスが進められて、

一部には業績をあげている企業もあるが、大半の企業ではまだまだ不況にあえぎ、

わずかな消費税引き上げでも消費の落ち込みが端的に現れている。

そのほかにも、経済に関連する事項では、

１）日本は人口減少社会に入ってきた。これからは衰退の一途か、豊か

さを維持しつつ、安定した経済状況を維持できるのか。

２）少子化社会を改善できるのだろうか。

３）日本政府の巨額借金を返済していける方法はあるのか

また、世界経済もグローバル化が進み、先進国は一様に長期不況の様相を示し

ている。どの先進国も、金利水準を引き下げて投資を誘発するような政策をとっ

ているが、新しい投資は起こらず、金余りが目立っている。

「このような経済状況を大きく改善するような経済学が必要である」のではな

いか、その辺の模索を試みると同時に、長期的展望についていくつかの経済政策

を以下に「提言」していく。

１「日本国政府の大借金 1044 兆をこうして返す」[ 提言 ]

日本国政府の大借金 1044 兆円は債権者が日本に本拠を持つ日本人と日本の法

人であるから、「日本経済は破綻しない」という論議がある。借主と貸主が同じ

経済界の中にいるから「その中で清算すれば問題なく決済できるということであ

る。

これは一面正しいが、ずーっと今の状態で変化しなければそれでいいかも知

れない。しかし、日本経済は年々増大する膨大な年金と医療費によって、国家予

算は年々膨張してきており、デフレ模様を続けている経済環境では税収増はそれ

ほど見込めない。それどころか、増加する年金と医療費によって国債発行を強い

られている。日本の金融筋ももうこれ以上の国債引き受けはできないという状況

が近々くると予想される。

その前に、少なくとも、国家財政のプライマリーバランスを黒字にしておく

必要がある。

現在の安部政権になってから一部の企業では内部留保が増加している事実も



あるが、日銀がゼロ金利政策、いやマイナス金利政策をとらなければならない状

況は正常な状況ではない。

政府の借金は、１０４４兆（2015 年度末・日経新聞 2016.2.10）で、ＧＤＰ

の２３８％になっている。

分かりやすい例で言えば、一般会計の歳出額に大きな比重をなしている社会

保障の額が、平成２５年度２９．１兆円、２６年度３０．５兆円、２７年度３１．

５兆円と年々１兆円の単位で増加している。中身は年金と医療費である。６５歳

以上の人口が年々７０万人以上増えている。２７年以降の５年間でも高齢人口の

増加の伸び率はやや鈍化するが平均４５万人の増加と推計されている。

しかも、考えなければならないのは、一般会計の中の、歳出で国債費（国債

等の償還）、歳入で公債金（国債など発行額）という項目がある。その差を見る

と、2015 年度（平成 27 年度）は１３．４兆円、2016 年度は１０．８兆円となっ

ており、それだけ、公債は発行額が増加している。つまり、政府の借金がこれだ

けづつ増加している。

現状の数字を見ただけでも、国の莫大な借金を減らすどころか、増加を食い

止められるか。その方策はあるのか、の問題である。

まず、この主題に答えを出さなければ、近い将来、日本は沈没である。国債

の引き受け手が日本国内にあるから大丈夫という言い方も、もう限界だ、といわ

れるだろう。

消費税を増税し、年金支給をスローダウンさせ、デフレを脱却し、好景気を

実現し税収を増やして、その時期が来れば、徐々にプライマリバランスを黒字化

して、いつかは国の借金を返済の方向へ向かっていけるだろう。

こんな考えはまったく甘い幻想に過ぎないのではないか。

２「もっと過酷な条件に立ち向かうことになる今の子供世代」

日本の人口減社会はすでに始まっている。中高齢者よりもずーっと少ない人数

で今の子供たちは巨額の借金を引き渡されることになる。

こんなことを憂いながら世間を見ていると、元気な高齢者がスーパーマーケッ

トでよく見かける。安価なコーヒーショップで朝から新聞や週刊誌片手に時間を

すごしている高齢者も多い。

近い将来大変なことになるという悩みと、のどかなコーヒーショップの風景は



大変な落差があり、大きな違和感を抱く。

コーヒーショップで時間を過ごしている高齢者は主流ではないかもしれない。

ボランティア活動など活き活きと仕事に立ち向かっている高齢者も多いと思う

が、少なくとも、多くの高齢者が蓄積したノウハウ、多くの問題を乗り越えてき

たいろいろな経験を発揮して生活している高齢者はそれほど多くないと思うが

いかがだろうか。

この高齢者たちは、まだまだ「意欲と元気はある」が社会制度上、定年で仕事

から離れるように仕組みができているから仕方なく仕事を離れただけではない

だろうか。「自分の辞める時期を自分で決めろ」といわれたら、もっともっと仕

事を続けていた人たちだ、と私は思っている。

多くの元気な高齢者は働ける環境さえ整えば、年金支給を減らして、少しでも

子供の世代へ受け渡す国の借金を減らす方が、筋が通ると思うだろう。

このシステムイメージを整理すると、

①政府および行政機関は働く意思のあるすべての人（若者、高齢者

を問わず）に、雇用の場を作る。（保障する）。

②雇用の場の提供を受けた人は年金受給資格があっても年金は受

けとらない。

③この制度によって働く高齢者の給料は現在受給できる年金の

２０％増しの給料を受け取る水準で決める。

この制度を実施したときのメリットは、

a)厚生労働省が支給する年金は大幅に減らすことができる。

b)その分だけ、国の借金の返済を可能にする。（返済原資の創出）

c)人口減社会の労働力確保に寄与できる。

この制度の実施には、国民的な合意が必要である。十分な周知と討論によっ

て知恵と良識のある結論に導くことができるだろう。

安部総理は「安全保障法制」のとき国民に十分な説明すると国会答弁をしてい

たが、法案が通ったら、すっかり忘れ、何も無かったような態度だ。安部総理が

次の選挙で大敗して総理が交代してから国民的な合意の討論をしてもらえばい

い。



３「少子化社会、なぜ子どもを産めないのか？」

所得が少なくて子どもを産めない。

若い世代は将来の収入増の見通しが立たない。

子どもを育てながら働かなければならない。

保育所に預けることが難しい。

少子化の克服には収入の問題が障害になっている。収入の問題が解決すれば、

道も開けてくるように思われる。

それならば、子供が大学を卒業するまで、教育費はすべて国家負担の制度を作

れば、大きく前進すると考えられる。財源はどれぐらい必要か、データを調べて

も出てこない。

新聞情報を集めた「全国国公私立大学の事件情報」という記事がある。そこで

大学で有利子型の奨学金を無利子化する案が検討されている。財源必要額を試算

すると３０００億円になるようだ。このような案件だけでも３０００億円を必要

とすれば、その 10 倍の３兆円でも、教育費無償化はできないかもしれない。こ

れは巨額である。

実際、教育費を無料にしている国はもうすでに存在する。それは北欧諸国であ

る。では財源はどうしているか。

北欧諸国は税金が高い。ＯＥＣＤのデータでは国民負担率（租税負担率＋社会

保障）は概ね７０％である。これに対して日本の負担率は４０％となっている。

北欧諸国の租税負担は、教育無償化のためだけにこんな高額の税金を払っている

わけではない。北欧諸国は教育費無償化の中に、相当額の生活費支給も加算され

ている。また、職業についていた人が失職したとき、失業保険を支給するだけで

なく、地域の行政機関が早急に職探しを支援することが法で定められている。

この教育の無償化の財源は後で提案しようと思っている所得格差のテーマの

中で解決策を考えることにする。

初めに触れた保育所に預けることが難しい問題について、昨日もテレビ放映で、

保育を「義務教育化」（法制化）すればいい、のではないかと議論されていた。

そうすれば「待機児童問題」は解決する、という。すでに方法論は見つかってい

る、と論じていた。ここでもお金の問題がネックになっている。

そして現在の日本で問題になっている保育施設不足問題は３歳児以降は義務



教育化すれば、すべて国の予算をつけなければならず、否応なしに保育園は完備

できると結論付けた。しかし、よく調べてみると、保育園不足で困っているのは

1 歳以降の子供からだということ。それと少子化は今まで実施しなかったような

新手の対策を提案しないと現状は一向に変わらないということである。女子が子

どもを産もうと思うような政策が必要なんだということである。

４「25 歳から 35 歳のお母さんを子育て専従者とする」

改めて、新しい提案をする。それが、この章の標題である。

「結婚をしている女性は２５歳から３５歳の期間は子育て専従期間とする」

という法律を作る。

この期間の女性に対してするサポートは

1）２５歳から３５歳までの間は子育てに専従する期間とし、できるだけ仕事

を離れて子育てに専従することを推奨する期間である。この期間を設けた理由は、

出産はできるだけ若い時期にしたほうが丈夫な子供が生まれると思われること。

０歳１歳の時期は母親と一緒に暮らした方が子供にとってもいいと思われるこ

と。

2)専従年齢（２５歳から３５歳）の女性が妊娠して職場を離れて収入がなくな

ったとき、子育てを終えて働き始めるときまで、今までの給料相当額を国から支

給する。

3)３５歳までに妊娠して給料が 2)の条件と同様な場合はその妊娠している子

供が成長し、女性が働き始めるまで、2)と同じ条件の待遇をする。

4)母親が働き始めようとしたときは再就職の斡旋を優先的に支援する。

5)この処置は第２子でも第３子でも同様に適用する。

6)この処置は女性が３５歳を過ぎたときは適用しない。

この提案を実施することはそれほど難しいとは思わない。発想の転換

「女性の活躍する社会を実現する」というだけで、せいぜい女性の大臣を乱造

するよりは、私の提案は効果的だと思う。この方策を実行したほうが、少子化問

題解決に２歩も、３歩も近づけると思う。

５「自由主義経済はどこまで「格差を拡大」させるのだろうか」

ここで格差の問題考えてみたい。

自由主義、個人の自己責任の総本山を自認するアメリカの社会でも格差問題は



社会の問題として、政治の問題として取り上げられるようになってきた。人口

１％の人たちがアメリカの富の９９％を持っているという。超富裕層と貧困層の

対立した経済社会である。この極端な格差は是正しなければならないという主張

が言われ始めている。

ちなみに、ヒラリークリントン氏とアメリカ民主党の大統領候補を争っている

サンダース候補は民主社会主義を旗頭に掲げて善戦している。

日本の昨今の貧困の状況をジニ係数で見てみると 2009～2012 年ＯＥＣＤの調

査では[ 0.336 ]で 35 か国中１０位で、先進国中の中ほどの位置にある。特別の

貧困層が多いというわけでもない。しかし個別に取り上げてみると「仕事には就

いているが非正規雇用で収入が安定せず、先の見通しも立たず、子供も産めない」

という声はよく聞く。

所得の格差の問題は①どれぐらいの格差なら納得できるか、

②是正するとすればどんな方法でするか

格差のテーマは２つの視点で考えてみる必要がある。第１のテーマ「どれぐら

いの格差ならば①納得できるか」、これに答えを出すことは非常に難しい。一つ

はその人の生活状態や価値観や考え方でいくとおりもの答えがあるからである。

格差を納得させる判断の基準になるようなものを考えて見ると、過去の歴史の中

で私たちが一番活性化して働いたときのことを思い出してみてはどうか？ そ

れは高度経済成長の時期ではなかったか。

多くの人が中流意識を持ち、それほどの格差を感じず、

「今日よりも明日の生活はもっとよくなると思えたときであろう」

サラリーマンならば終身雇用が約束され「完全雇用状態」ということである。

終身雇用といいながら定年ははっきりしていたから、いつまで「がんばれ」ばい

いだろうか」という、期限も分かっていた。

この高度成長期に働く人の意識は、国民のほとんどが中流意識を持っていたと

いうことである。中流の人の上の人、つまり上流というか、上層の人もごく少な

く、下流といって中流意識より下かなと思う人もごく少ない人数であると、安定

して暮らせる社会の状況のときだといえるだろう。このような中流意識を思い出

してみるとそのような社会は明るく元気で活動的で、意欲に満ちた社会だったよ

うに思う。



そのような社会を実現するためには、どのような経済学を学べばいいか。

経済学者にはその方法を提案してほしい。

どのような社会制度がいいか、その制度をどんな方法で実現するか。従来か

らの方法で考えてみると、

ひとつの方法は「所得再配分」であろう。北欧諸国は、現在高い税金をかけ、

社会保障を厚くして格差是正をしている。しかし、北欧方式を日本で採用するこ

とは不可能である。少しでも高い税金を払うことを日本国民は極度に嫌うからで

ある。

なぜそんなに嫌うのか。根本には政治家や官僚のやることを信頼していないか

らである。政治家は自分たちに都合のいいことばかりお手盛りでやっている。国

民の側は「政治は誰がやっても同じだろう」としか思っていない。官僚は自分の

退職金と天下り先のことばかり考えている。

高い税金は困るが、所得の再配分は必要だろう。失業した人には失業保険が必

要だろうし、暮らしが成り立たないように追い込まれた人には生活保護が必要だ

ろう。

格差を大きくする重要な要因の一つは、親から子へ大きな財産を受け継がれる

ことである、と私は考える。本人の努力で稼いだ財は当然本人のものだが、親か

ら引き継いだものは、格差が経済社会に歪を起こさせるという意味でその悪さを

除くために親の財を引き継ぐことを制限することは仕方がないという決断をし

たい。

故に、格差の見地から「相続の格差として親世代から受け渡される財は原則と

して「公」に引き渡す定めとする」。

そのうちで子世代がそのまま住宅として使用するものは、引き継ぐことを許す。

また、引き継ぐ人１人に対して現在価値として２０００万円までは引き継ぐこと

を許すとする。

相続の格差を少なくするために相続前に、また遺言という方法で自分の意志で、

自分の関係者に贈ることを許す。

工場資産のように将来果実を得られるものについては、法人組織にして、そ

の法人の持分を証券として個人保有することを許す。その持分証券に基づく果実



が得られたとき一定割合で「公」に収める手順をとる。

記念碑のように公の遺産として残すようなものは、管理する団体の委員会の

決定によって管理する団体の管理下におく。

この相続の格差是正によって得られる資金を少子化問題解決のために必要な

資金として使用することを認める。これで少子化問題解決の財源は確保できた。

ここまで比較的明快に「遺産を公に渡す」と論じてきたが、ちょっと気にかか

る問題を残している。

産業の歴史を考えてみると、私有財産制の下、歴史上、各地に大富豪が存在し

ている。アメリカで言えば開拓時代に大富豪が誕生した。鉄道王ヴァンダービル

ト、石油王ロックフェラー、銀行家ロスチャイルドなど、これらは当時巨万の富

を稼ぎ出し世界の経済開発を先導した。これらの人たちの財産すべてを一代限り

で「公」に引き渡すことを言い切っていいのか、何代にもわたって世界の経済発

展に貢献した。これを一代で切ってしまっては、かって「これらの一家が果たし

た大事業を、今後は生み出せなくしてしまわないか」といった「懸念」が残る。

資料によると、これらの富豪たち一家は、２０世紀の国家主義の台頭によっ

て徐々にその経済的力を失って行った、という記述もある。

また、別の状況を想定したとき、ある私有地で油田開発が実施され、豊富な

石油が発掘されるようになっとき、どのように「公」の共有物に移行させたらい

いか、今私には解決方法が見つかっていない。

この私の考えに賛同される人は居ないかもしれないが、同意見の学者が居る

ならば、意見を聞かせてほしい。

ここまでの記述で「格差問題の解決策」は概ね論じることができた。格差は

それほど大きな是正問題とは考えていなかったが、ずいぶん時間を掛けてしまっ

た。

６「日本は人口減少社会に」このまま衰退社会になっていくのか？

資本主義はずーっと成長してきた。ＧＤＰがいくらで、成長率が○○％と言い

続けてきた。成長率がマイナスになることは、もう駄目な世界へ落ち込んでいく

ぐらいに思い込んでいる。日本が人口減少社会に入っていくことはもはや現実と

なってきた。この先どうなるか知りたい。



激しく落ち込んでいくのか、豊かさを維持しつつ次第に落ち着くところへ進ん

でいくのか。そのどちらも人の力で選択していけるのか？

それを知りたい。

その道しるべをしてくれるのが、経済学だろう。誰か人口減少社会の経済学を

示してほしい。

どうして資本主義はずーっと成長しなければならないのだろうか

これに答えが出ないと、「人口が減れば、消費も減るし労働力も減る。当然に

経済が縮小してしまう。だから、経済の衰退は間違いない」となってしまう。

資本主義は多くの人がそれぞれに必要な財を購入し、その財を生産する側もか

けたコストを回収できて若干の利益を受け取れる価格で売ろうとする。売る側、

買う側の価格が折り合ったところ（均衡点）で取引が成立する。売り手も大勢参

加し、買い手も大勢の人が参加するから、そこに競争が起こる。売り手はより多

くの利益を得ようとし、買い手はより多く（種類も品質も）のものを得ようとす

る。この欲望が経済活動を盛んにし拡大していく。経済活動に参加する人たちが

自由に競争すれば、財貨の量も拡大し価格も均衡点で安定する。

これが、産業革命以降に登場した古典派といわれた経済学の理屈である。した

がって正常な資本主義は、競争と一体化して経済活動が拡大発展することを基本

的姿として、はじめから組み込まれているのである。

人口減少社会は財の消費も、労働力も減少するから、拡大の経済については好

ましい状況ではない。消費はともかく、労働力は従来の定年を５年伸ばすとか、

労働者側の自己判断で退職時期を決める方式にすれば、年金負担もいくらかは軽

くできるし、あまり心配する必要は無い。このテーマの前編で書いた年金辞退の

方向にも合致する方策でも実現できる。

問題は個人生活の豊かさをどれだけ落とさずにすむか、いや、より生活の質を

高める高付加価値の産業へ重点に絞っていけば、人口減少社会といえども、それ

ほどの経済衰退と落ち込んだ思考を続ける必要は無い、と私は考える。

豊かさを示す基準に「１人あたりのＧＤＰ」という概念がある。北欧諸国はこ

の「１人あたりのＧＤＰ」が高い国が多い。これらの国の政策も有効な政策にヒ

ントが見つかると思われる。この先でそれに触れてみたい。

以下では経済学の視点から世界経済を考えてみたい。



７「世界の先進国が同時に長期不況の中へ」

今、世界の先進国はそろって長期不況の状況にある。

どの国も採られている経済政策の中心は通貨量を増やしたり、金利水準を引

き下げたりして、投資を活発にさせようとする刺激策をとっている。しかし、新

しく投資して新しく事業を起こそうとするような事業は見つからず、いたずらに

市場に資金量をジャブジャブにしているだけの状況である。

数年前に日本国の製造業を対象に言われたことは、「もうこれ以上は欲しい

ものがなくなった」であった。つまり、爆発的の消費が伸びるような品物はもう

見当たらない、ということで、当然魅力のある新規事業も考えられないし、経済

を成長させるような状況は想定できないということである。この状況は日本だけ

の状況ではなく、世界の先進国がほぼ同じ状況に陥っている。

せいぜい、雇用統計の動きを注視し、神経質に将来の動きを見付だそうする程

度のことしかできていない。

先進国の経済対策に手詰まり感がはっきりしてきている。

先進国は軒並み経済の成熟段階に入ってきて新しい活動の糸口が見つからな

いし、その活力も失われつつあるように思われる。

Ｇ７財務省中央銀行総裁会議がたびたび開催され、強調して何かをやろうとい

う協議は、よく行われるが結論が出て一致協力してこれを実施しようとなったこ

とはほとんどないように思う。

この段階へきて、現状をブレークスルーする新しい経済学が必要なのではない

だろうか？

現在の世界の経済体制は第２次世界大戦の戦後処理から始まった、と私は思っ

ている。

戦勝国は戦争被害の賠償を敗戦国に要求しなかった。そして、ヨーロッパの戦

後復興を戦勝国の力で遂行しようとして、アメリカがマーシャルプランなるもの

を提案した。戦後復興の推進の主体は、ヨーロッパ経済機構（ＯＥＣＤ）の設立

とその運営をヨーロッパの諸国で実施しようと、アメリカは資金援助を提案した。

アメリカの今後の発展のためにも、早くヨーロッパの復興が必要だという計算

が働いていたのであるが、戦勝国が敗戦国の復興の資金までも拠出することは画

期的な決断であった。

この決断は第１次世界大戦終結のとき、敗戦国のドイツに巨額の賠償を請求し



て、それがドイツにナチス政権を生んだという反省に立っていたことは容易に想

像できるが、歴史上かってなかった画期的決断であることには間違いない。

以後、各国は順調な復興を遂げさらに経済成長をほぼ半世紀の間続けることに

なる。

その中でも、日本の高度経済成長はすさまじく、エズラヴォーゲル教授に「ジ

ャパンアズＮｏ１」と言わしめた。ヨーロッパでもやはり敗戦国であったドイツ

が一番の経済成長を上げ、安定感のある経済国家を仕上げてきた。

その中にあってイギリスだけは、1960 年代 1970 年代に長期停滞に陥って、「老

大国」「イギリス病」といわれる状況になっていた。

８「老大国」といわれたイギリス経済を立ち直らせたサッチャー

イギリスは産業革命期（１８世紀末）から 19 世紀半ばまで世界経済のトップ

ランナーだった。機械工業、鉄工業、石炭業、鉄道や綿工業など、財貨の生産も

群を抜いて活発に進められて、イギリス国民に豊かな生活をもたらし、多くの工

業製品で植民地との交易を深め、繁栄を導いてきた。つまり「パックスブルタニ

カ」といわれた時期を作り出していた。

この豊かさが現実の生活の中に現れてくると福祉国家の方向を求める考え方

が広まって、政府の方針に「ゆりかごから墓場まで」の標題を掲げた福祉国家の

実現の政策が採られるようになってきた。

この福祉策の実施と時期を同じくして、徐々に製造業にかげりが見え始めて

きた。世界のトップを走り始めた時期から設置してきた設備が老朽化し始め、イ

ギリスに追従したヨーロッパ諸国が、新しく創設した産業設備の競争力が高くな

ってきた。そのため、イギリスの製造業は凋落の兆候をみせはじめてきた。

この凋落期は 1960 年代から 1970 年代末まで続く。1970 年までにＧＤＰがフ

ランスに抜かれ、西ドイツ、日本にも抜かれた。この時期を老大国、イギリス病

の時代と呼ばれるようになったのである。

産業構造から見れば、イギリスは製造業から離れ、比較優位な金融や海運、流

通業に産業構成のウエートを移していった。

この時期以降を担当した政権について見てみると、第２次世界大戦終結直後は

保守党のチャーチルが担当していたが、1945 年から 1951 年まで労働党のアトリ

ーが首相を努め、重要産業の国有化を実行した。この 51 年までは戦後復興の時



期で経済の落ち込みはほとんどなく、世界経済全体が好調な時代であった。イギ

リスのみが経済の停滞を示し、60 年に入ってからこの様相はいっそう顕著にな

ってきた。それ以後の政権は 60 年代 70 年代、労働党と保守党が交互に政権を担

当したが、経済政策の変更は行われず、国有化事業は競争がなく、競争力をいっ

そう低下させた。一方、福祉政策の財政負担が年々増加していった。また、この

時期は労働組合の力が強くなり、ストライキが頻繁に行われており、経済停滞に

対して決定的なダメージを与えた。

この経済の停滞から脱却を図ったのはサッチャー首相であった。サッチャー

は 1979 年に首相に就任するや、国有化されていた産業をすべて民営化した。鉄

道、鉄鋼、水道、電力、石炭、自動車生産、通信、航空、道路輸送など、全産業

にわたる構造改革で、「大きな政府」から「小さな政府」に切り替え、その劇的

な効果はサッチャー革命とまで言われるようになった。歳出削減も厳しく実行し

た。

サッチャーは新古典派オーストリー学派の経済学者ハイエクに傾倒し、新自由

主義の立場で政策を展開をした。新自由主義はもともと、経済活動は自由放任主

義が経済に安定と均衡をもたらすという、どちらかといえば古い経済学へ戻った

ことでイギリスの経済力を回復させたのである。

それでも、サッチャーは、アメリカの大味な生産方式である少品種大量生産方

式よりも、高度成長している日本の産業の多品種中量生産に注目し、自動車産業

の誘致にも努力した。

このようにしてイギリスはサッチャー革命によって、完全に復活し、蘇えるこ

とができた。サッチャー以後もＥＣへの参加によって経済の安定度を示しており、

以後イギリスは、経済に関する限りヨーロッパ大陸の諸国より優れたパフォーマ

ンスを示すようになった。

「老大国」「イギリス病」の完全脱出である。

９「ケインズの一般理論を学んだ」あの理論の学習は鮮烈だった

イギリスの復活の中で、古典派経済学と新古典派経済学は同類の経済学につい

てほんの一部ではあるが紹介できた。現在の経済体制については第２次世界大戦

以後の体制から論じはじめた。

古典派、新古典派の後に、流れの違う経済理論はなかったのか？

経済活動についても大きなの動きはなかったのか？



２つの疑問が残る。両方とも重大な事実があったのである。

前者には、ケインズ経済学の登場であり、後者では、大恐慌に襲われたという

事実である。

まず、工業化が進展すると財がたくさん作られる。需要よりも多くなれば、生

産したものが在庫の山となる。作ったものが売れなくなると、それ以上作っても

仕方がない。在庫の山が少なくなるために生産を控える。これで景気の上昇と下

降が起きる。このようにして景気循環の認識が始まる。

その上で、経済が拡大すると、取引が増大する。資金量も多く必要になり、資

金を借り入れて生産を始めよう。株式で多くのお金を集めようとなれば金融取引

も拡大する。株式市場の取引も大きくなってくる。金融関係に加熱が起きれば、

やがて投資などどこかで無理をするとやがては、金融で破綻が来る。これが恐慌

の原因になる。

中学か高校の教科書のようなことを書いてしまった。ここは読み飛ばしをお願

いする。

この恐慌が 1929 年 10 月 24 日ニューヨークの株式の暴落で始まった。多くの

銀行や企業の破綻が連続し、景気はどん底まで落ち込み、その後、10 年間不況

が続く。この時点で登場するのが、ケインズ経済学であった。やや強調し過ぎか

も知れないが、不況から脱出の経済学として登場した。

ケインズの「雇用・利子・貨幣の一般理論」（1936 年出版）である。

学生時代に「ケインズの一般理論を学んだ」。特に、乗数理論は経済現象を活

き活きと説明してくれたことを思い出す。

経済ってこういうことだったのだ。それを知ってからはケインズ理論をこと

さら新理論というのではなく、ごく当たり前の考えとして受け入れ、常識レベル

考え方として理解することになった。それほどケインズ理論は明快であった。経

済学者の基本的な役割は、世の中の現象・仕組みを理論的に説明し、それを気づ

かせ、経済社会に道しるべを与えることである。

ケインズ以前の古典派経済学は、市場は自律的に調整されるため最終的には、

あるいは長期的には失業は存在しないと説いていた。しかし、1929 年に世界恐

慌が起きて、多くの企業が破綻して大量の失業が出た。当時の経済社会を古典派

経済学ではもう説明できなくなっていた。そのような経済社会をすべて説明し尽

くした経済理論がケインズ経済学であった。さらにケインズ経済学の完璧さは、



有効需要と投資理論であって、すぐにでも実行できる経済政策の提言であった。

つまり、政府による財政政策と金融政策の必要性を訴えた。

かくして、それを実行したアメリカのルーズベルト大統領はニューディール政

策の実行によってアメリカ経済を見事に立ち直らせた。

考えてみると、経済社会の現実は、常に現時点の現場でおきていることがテ

ーマである。古典派経済学が説く「最終的には・・・」というような事態は「な

い」のである。「経済政策の今をどうするか」が主題なのである。

いまや世界中の先進国は成熟経済社会に入り込んできた。ちょっとした経済投

資が過剰設備になる。金利を下げても、新しい投資は起きないし、有効需要も刺

激できない。通貨量を増大せせる政策も、もはや効果がなくなった。だましだま

し政策展開をしている過剰流動性も、そのことによって経済・金融の動きを不安

定なものにしてきている。

もはや、ケインズ経済学でも世界経済を救えなくなった。

もはや、ＧＤＰ・ＧＮＰ指標による成長率経済学では現実を改善できなくな

った。

新しい経済理論の展開が必要になったのである。この状況に経済学者の新提

案がほしい。

10「新しい経済理論の着眼点は何か」

先進国がそろって長期不況に入っている。それから脱却するに、「新しい経済

理論が必要ではないか」その発想の元、産業革命以後をチラッと考えてみた。ま

た、長期不況から脱却する手がかりを「イギリス経済の復活を参考にできない

か？」を触れてみた。

イギリス経済の復活は、サッチャー革命であったが、サッチャーは非効率な

国有化産業を民営化しただけで、新しい経済理論に基づいて歴史的にかってない

ことを新しく実施したのではなく、自由放任主義の改良版「新古典派理論の自由

競争奨励の促進により、大勢の自由な市場参加者による需要と供給の自然調節を

図る市場原理に任せて、より緻密な経済活動の実行と活性化を狙ったのである。

政府の意図的な経済運営は通貨量の調整を主たる役割とするマネタリズム（貨幣



数量説）重視の方策だった。つまり、言い切ってしまえば、基調は「古典派の経

済理論に近く、古くから存在する時代への復帰とも取れる政策を実施した、とい

うことになる。

しかしこれによってイギリス経済は活力を取り戻したのであるから、現今の

先進国の長期不況を乗り越えるのにも新しい経済理論は必要ない。既存学説のリ

ニューワル運用で超えられるかもしれないという、私が答えを出したい「新しい

経済学説が必要ではないだろうか？」という方向とは違う結論になりそうである。

経済理論は古典派系の理論とケインズの経済理論のほかに、ハロッドの経済発

展の理論だとか、シュンペーターのイノヴェーション理論だとかいろいろあるが、

経済政策に示唆を与える理論としてはやはり、古典派理論とケインズ理論である。

ここで２つの理論の特徴を整理しておきたい。

[ ケインズ経済学 ] ｜ [ 新古典派経済学 ]

経済原理 政策による介入が必要｜均衡原理で安定的に進展する

環境条件 需要不足の状態 ｜供給が上がれば需要は従う

失業が常態化した状態｜完全雇用を前提とする

経済政策 財政支出で需要を創出｜価格調整機能で需給は均衡する

する ｜景気刺激は金利操作と通貨量調

｜節するだけ

以上の２つの経済理論を比較してみると、現実の経済は、失業は常態化してお

り、各国は景気刺激策でとして財政支出による需要創出は行っており、これらの

点ではケインズ経済学準拠である。一方、景気刺激は金利操作と通貨量調節が新

古典派経済学に準拠して経済運営が進められていると解釈できる。

前の検討でイギリスの「イギリス病」の脱出のシナリオでも、やれること、ど

ちらの経済理論に準拠するかでなく経済活性化のためにはやれることはやれば

いい。特に短期的効果のあることは実施すればいい、というのが、妥当な方向付

けだろう。

ここまできてもまだ、「新しい経済理論が必要か」にまだ答えは出ていない。

ここで中国経済に触れておきたい



11「中国経済の果たした意味と存在感」について

中国の人たちは経済行為などの倫理観には知的財産権を無視したり、いわゆ

るパクリをやって偽物をつくり商売をすることは珍しいことではない点など問

題行動は多い。それはそれとして、中国は新興国になってから２０数年の間に素

晴らしい速さで経済発展を遂げ、ＧＤＰは 2009 年にはついに日本を超えて世界

第２位に到達してしまった。

この急成長を可能にした秘密は、外国からの投資資金を導入し、生産過程の

技術を習得すれば生産工場を、かなりの速さで拡大していくことができたのであ

る。日本の高度成長は個別企業にとっては借り入れ資金ではあったが大半は自国

の金融機関による資金の再投資によって増殖を図り、経済成長を遂げていったた

め、再投資に時間がかかり、勢いをつけて成長するまでには時間がかった。中国

の場合は成長に必要な資金が状況に応じて外国自体が資金投入を実行してしま

う進め方であったので育成期間のようなものはほとんど必要ではなく、どんどん

成長を重ね、中国の人口の多さは労働力の多さを支え、中国の安い労働力を使っ

て低コストでの製品作りを可能にしてきた。

また、中国の人口の多さが、全体としての購買力を多くして製品販路の拡大

も急速に進行した。しかし、中国の労働力の担い手の所得が徐々に高まると製品

の価格競争力も落ち、中国国内の工場での製品つくりの魅力も失われることにな

る。

ここ１，２年中国のＧＤＰの成長率鈍化が注目されている。そろそろ中国は

投資先としての役割を終えることになる。同時に成長率の鈍化は、生産設備が過

剰になっていることをあらわしている。今後、中国経済は凋落の道をたどり始め

たことになる。他の先進国が長期不況に入り込んでいる。その仲間入りをするこ

とはそれほど遠い将来ではなさそうである。

言いかえると、資本主義は宿命として常に拡大成長するフロンティアが必要な

のである。つまり自国の経済活性のために交易相手国のような他の国の経済活性

が必要なのである。中国はその最後の国だったのではないか。今、世界には多く

の新興国があるが、中国ほどに世界経済に影響を与えるような経済規模を期待で

きる国はもはやなくなったのではないか。

考えてみるとまだインドがある。でも、インドが世界に影響をあたえるような

形になるか、「それはいつごろか」その見当は現時点まだは見えていない。



12 もうひとつの指標「1 人あたりＧＤＰ」北欧諸国はすべて高い

豊かさの指標に「1 人あたりＧＤＰ」がある。これを見てみると興味深い答

えがでた。

それは「北欧諸国が上位１０位の中に４か国も入っている。

１位・ルクセンブルグ 11.9 万 US ドル 48 万人

２位・ノルウエー★ 9.7 516

３位 カタール 9.4 93

４位 スイス 8.6 751

５位 オーストラリア 6.1 2400

６位・デンマーク★ 6.1 563

７位・スウェーデン★ 5.8 975

８位 サンマリノ 5.7 3

９位 シンガポール 5.6 547

10 位・アイルランド★ 5.4 431

北欧諸国はいずれも小さな国で、人口が少ないから有力な企業数社を世界的な

規模に育てれば、それだけで、１人あたりのＧＤＰは世界のトップクラスになる

という評論家の指摘があるが、小国が共通して「1 人あたりＧＤＰ」が世界のト

ップとして列挙できることは考えるべき方策があるだろうと考えた。

北欧諸国は 1990 年代初めに金融バブルが崩壊し、急激な景気後退に見舞われ

た。そのときこれらの国は新しい国つくりをはじめた。ルクセンブルグは鉄鋼業

から金融立国へ。アイルランドは外資を誘致して情報通信産業、医薬、金融業を

重点的に活性化させた。デンマークは風力発電機の製造世界一、そして製薬、バ

イオ産業に狙いをつけて構造改革を進めた。

これらの国々は、金融バブルの前は比較的平穏な経済政策で、財政投資も行

い、それなりに財政赤字を抱えていたが、改革後は多くの国で財政赤字は解消し

ており、優良小国のを作り上げてきた。

特に特徴的なことはスムーズな事業転換を非常にうまく実行したことである。

事業経営の継続が困難と考えられる企業は延命を図ることなく、早めに撤退を決

め、付加価値の高い業種への転換を速い速度で行うことができ、成長力のある産

業構造を常に維持できる仕組みが出来上がってきた。

また従業員は失業保険を受け取りながら行政の次に就く職業訓練の指導を受

け、新しい就職先も斡旋してもらうまでフォローを受けられるよう制度化されて



いる。これだから働く人は不安なく職業転換に臨むことができるということであ

る。この従業員への政策でどの国も概ね完全雇用を達成できているという。

完全雇用はいい響きの言葉であり、かつての日本の好況期は概ね実現できて

いた。当時の日本は終身雇用と対であったが、北欧は労働の流動性は高いという。

しかし、失業しても、次の就職について必ず行政のサポートが実施されるのだか

ら、安心感がある。

また、国の重要な決断は国民投票のような手続きでコンセンサスを採るよう

な方法も実施している。

このように見てきたとき、北欧の構造改革は特別な手法や、経済理論を持ち

出したわけでなく、もともとの小国であるという特徴を活かして国の運営体制を

作り上げたということで、ことさら自由主義、あるいは競争が必要などと言わず

に、国家運営に必要なＧＤＰは得られる。かえって事業転換を変わり身のよさで

実現することはやりやすいということになる、と解釈できる。

それに引き換えヨーロッパの先進国や日本は、フルラインの産業体制を常備

している。企業撤退や新規事業着手はそれほど容易ではない、といえよう。しか

し、都道府県の規模を一国の単位に置き換えて考えてみれば、地方自治を大幅に

認めれば、日本でも北欧並みの経済活動が実現できると考えられるがいかがだろ

うか。北欧並みの成果が出るのではないかという思いにたどりつく。

ひとつの産業分野で実験をはじめるとか、モデル地域を指定して北欧方式を

実験すれば思わぬ学習効果が出るのではないだろうか。

ここでも新しい経済学を登場させずとも、さらに成長を遂げることはできる

かも知れない。

13 「リーマンショックを生んだサブプライムローン」

世界の先進国は一様にゼロ金利政策。通貨量を極大に緩めて、それでも借り

手がいない。金余り現象が続く。通貨量があまっているのか、借り手の信用力や

財力がないのか。金融事業者の信用力がかなり怪しい借り手にもローンを作って

事業を創出している。それがサブプライムローンだ。

借り手の対象になっている物件は住宅であるが、サブプライムローンが始まっ

たころはアメリカは住宅バブルであった。つまり住宅をローンで建てて完成して

売るころにはバブルで価格が高くなっており、それを売れば



かなりの儲けが出る、という状況にあった。しかも、住宅を建てる資金をローン

で準備すれば自己資金が少なくても十分に利益が出る、ということであった。

しかも、サブプライムというように、過去に返済事故を起こしているような

人でもローンが組めるという条件であった。

さらに資金の集め方は債券化されており、対象となる物件との対応関係はま

ったく切れているから全体像が見えにくくなっている。ただ分かることは住宅の

価格が上昇しにくくなってきたことで、もしかして、住宅を売却してもローン総

額を回収できなくなりそうだ、ということが見え初めてから、混乱する事態が予

想されるということだった。つまり、住宅バブルが崩壊し始めると、ローンの返

済ができない人たちが多数出て、サブプライムローンを扱っていたリーマンブラ

ザーズが経営悪化に陥り、アメリカの公的資金も投入されることもなく６４兆円

の巨額の負債を抱えて 2008 年９月１５日破産した。

このリーマンブラザーズの倒産は、アメリカ、ヨーロッパ、日本へと各国の経

済の落ち込みに大変な影響を与えた。アメリカでは、2009 年 10 月に失業率が１

０％なり、ＧＤＰの伸び率も－６．３％となる。明確な景気後退になってしまっ

た。ヨーロッパではギリシャ経済危機をはじめ、他の国々でも大きな景気後退を

招いてしまった。

問題は日本である。サブプライムローンの直接被害はそれほど大きなもので

はなかったが、アメリカとヨーロッパの景気後退の影響から、行き場を失った投

機マネーが比較的安全とされている「円買い」に向かい。「円」は一時７６円の

円高となり、日経平均は 7000 円割れになってしまった。結局、日本はアベノミ

クックスで、株価は回復したものの、生活関連の不況は 1990 年代の失われた１

０年が２０年以上も続くことになってしまった。そして現在まで手ごたえのある

好況を手にすることなく、長期不況が続いている。

リーマンショックは１００年に１度の出来事と論評された。そして世界の

国々に金融危機を招いた。当初リーマンの倒産が報じられたときはこれほどまで

に全世界を混乱させるとは思われなかったかもしれないが、負債総額はかなりは

っきりとつかまれていたはずである。金融界は大変に混乱することは予想される

ことであった。こんな場合、全世界の金融担当者が協調してこのような混乱を生

じさせる可能性のある金融商品は規制する方策をとるべきだっただろう。



金融担当の無責任さは、「経済学者の怠慢」より何倍も罪深いと考えるがいか

がだろうか。

ことの重大性を政治家・金融担当者は十分に考えて欲しい。

こんなところで自由主義経済を主張されたくないと私は思う。

リーマンショックのような世界金融危機を招く根本には、やはり金融緩和、低

金利で市場の通貨が過剰に供給されていることにある。金余りが、ヘッジファン

ドを産んでいる。ヘッジファンドの規制も考えるべきではないだろうか。

ヘッジファンドで有名なジョージソロスは 1992 年 9 月イギリスの通貨「ポン

ド」がユーロ導入準備のためポンドを割高に決めて調整されていることに着目し

空売りを仕掛け、ポンドを下落に導いた。イングランド銀行も買い支えをしたが

資金準備ができず、イングランド銀行は敗北に終わった。ユーロに参加すること

ができずに終わっている。同時にソロスのファンドはこの仕掛けで 10 億～20 億

ドルの利益を得たといわれている。

イギリスのような大国の通貨が１ヘッジファンドに振り回されることは決し

て好ましいことではなく。投資先を失ったヘッジファンドが極端な円高を招き、

日本が大不況に陥った。これはこれも、ポンドがヘッジファンドに負けたと同様

にとんでもないことである。

このような事態を招くことは金あまりが招くのか、自由主義運営体制が招く

のか、よく理解できないところではあるが、すくなくとも回避する方策を金融政

策の中で実行すべきではないか、と思う。

経済学者を交えた検討機関で答えを出すようにしてほしい。

1４「テロを収めることとエネルギー問題」

14 章までで、「経済学への提案」は概ね終了した。

ここで政治問題にどうしても触れておきたい。それは「テロ対策」である。

今ＩＳ国が起こしているテロに全世界が恐れおののいている。こんな無謀な不

法行為は、即刻やめさせるべきである。テロ鎮圧のため、多くの国々が武力攻撃

を仕掛けている。しかし、一向にテロはなくならない。ここまで一般住民に苦痛

を与え、多くの難民を出している。ヨーロッパの国々も仕方なく受け入れている

が、お互いにもうこれ以上は先へ進めないところまできている。

ＩＳ国への攻撃を続けている国の政治家はどう思っているのだろうか。



しぶとい相手だ。もっと攻撃を仕掛けよう。

もう少しでＩＳ国の本拠を殲滅できるのだが、と思っているのだろうか。

もし、そうだとすれば、ゲリラ戦をまったく知らない戦争指導者ということだ

ろう。

ゲリラ戦は、本拠なんてない。本拠が壊滅してもそのすぐ近くにまた本拠を作

ればいい。

本拠には初めからたいした道具は持ち込んでいない。せいぜい爆弾を作る材料

さえ確保できていれば、本拠はすぐできる。

攻撃で一番効果があるのは、ＩＳ国の戦闘指導者たちを一挙に殺害することだ。

しかも戦闘指導者の１人だけではだめだ。指導グループを同時に倒さねば、２番

手の指導者がすぐに取って代われる。しかも、トップと２番手は常に同じところ

には居ない。

こんな仕組みで動いているから、ＩＳ国の戦闘員を殲滅することは不可能だ。

ＩＳ国の戦闘員も日増しに増えている。どうしてかといえば、ＩＳ国の戦闘員を

志願すれば、食事も十分に与えられ、自分の命も一般の市民で居るより安全だか

らというではないか。

これ以上の国民の生命を脅かすこと、また物的被害もこれ以上は増やさないた

めに、アメリカ、ロシアを初め鎮圧しようと戦っている人たちは戦闘をやめるべ

きだ。

武力では事態の解決はできない、ということは十分にわかったではないか。

本来の問題解決はなぜ戦闘行為をＩＳ国初め、アルカイダと称するグループが

始めたのか。要求は何か？

何のためにテロ行為をしているのか。

そのことも分かっていないのではないか。

そもそもは、アメリカがイラクのフセインを倒してだけで、大量破壊兵器も発

見できずに、「間違っていました」と謝りもしないで、

今だに攻撃をしているからＩＳ国が怒っているのではないのか。

では、どうするか。アメリカ、ロシア始め武力行使に参加している国々は、戦



闘行為を止めて即刻兵士、兵器を撤退させるべきだ。そして、十分な納得できる

話し合いをすべきである。

しかし、話し合いは簡単にはできないだろう。

イスラム教徒は大半の人は「穏やかな国民で、ＩＳ国にはまったく関係ないよ」

とよく言う。それは理解できるが、「ただ関係ないうよ」と「言っているだけで

いいのか」と私は言いたい。

身内の悪事は身内で収めるべきである。つまり、 「イスラム教の指導者は、

今のＩＳ国のテロ行為に何の責任も感じないのか

と私は言いたい。

考えがこじれていて、不信感が渦巻いている中で話し合いしようといっても、

相手の言い分を素直には聞けないだろう。

このことは、イスラエルとパレスチナでも同じことだ。お互いに仲間だと思っ

ている人の話から入らねば、落ち着くところへ落ち着かないだろう。

総括していえば、アメリカはもう中東から完全に手を引くべきだ。アメリカは

世界のリーダーの力はいまやなくなっている。そうでなくてもいまや反感をもた

れている。世界の警察官といわれた時期があったが、世界に自分の利害の主張を

ばら撒きすぎた。

テロ行為の差し止めは、イスラム教の指導者に収めさせるべきである。

一時は中東の石油を放っておくことはできなかっただろう。しかし今はもうシ

ェ－ル石油のおかげで世界一の産油国なったのだから。金持ちケンカせずといく

べきである。

★ ★ まとめ ★ ★

以上１４項目にわたって現在の日本の経済状況、世界の経済状況について改

善の試案や思い付きを述べてきた。基本問題は、日本も全世界も経済問題を中心

に停滞してきている。今ままでの考え方では、すべてが衰退の方向へ行ってしま

うのではないかと、何とか発想を換え、知恵を絞って、新しい経済理論で明るい

活力のある、そして安心して暮れせる社会制度を作ってほしいと考えて、いくつ

かを考え思いつき記述した。

たとえば、「新しい経済理論が必要なのではないか」と思ったのであるが、過



去の経済政策などを調べていくうちに、経済再生は、特に新規な経済理論でなく

ても、ケインズ経済学でも、自由主義的経済理論でも経済を再生させた事例は過

去いくつもあることも分かった。過去の政策を再構成すれば、再生可能かもしれ

ない知れない。つまり「まだやることはあるだろう」ともいえそうなことも分か

ってきた。

心ある経済学者の力を借りて、いま世界の先進国がそろって落ち込んでいる長

期停滞から早く脱却したいものである。

といいながらまだ、日本を始め世界の先進国（中国を含めて）は、日本はもう

始まっている、あるいは、そんなに先でない将来に人口減少社会になっていく。

そのような国にとって新しい経済学は必要なんだ。新しい経済学を構築しないと、

人口減少社会には道しるべが必要なんだといまも考えている。ぜひとも、新しい

経済学を構築して欲しいのである。

終わります。

ここまでの記述にご関心を持っていただける方がありましたらご意見やお考

えを聞かせていただければうれしいところでございます。より良い生活を実現す

るためにぜひご支援、お願いします。

akt51naka44@jcom.home.ne.jp 中山 明俊

（日本を作り変える経済学終わり）


