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す。 この点につ いては今 日は中川先生が、客家の思想を語 ってい らっしゃいま したが、 これは

あるマルキス トのキ リス ト教への ダイア ロー グの中で も言 ってお ります。毛沢東はず っと西を

回 りなが ら延安 まで くる道の途中で、彼が持 っていた中国的思想で一回死 んでそ して新 しくな

り、新 しい形成力 となってい きま した。歴史 とい うのは、あ くまで も歴史へ の形成 、あるいは

終末的 な主体 のエネルギ ーであ りまして、それは客観的 に存在す るかしないかは別 に して、そ

の意識 を私達が持つ ことな しには、歴史 とい うものを 自分 の中に受 け入れ ることはできな いわ

けです。 この客家の思想 を今 日の問題 として提言された ことに よって、東洋か ら歴史意識ヘ ア

プローチをす ることができる と思 って います。西洋人 のみ、あるいは キ リス ト教徒のみが独 占

的に持 ってい るこの思想 を、我 々は異な った立場で理解す る道 が開かれている と私は思いま し

た。

最後に、 自分 の専門であ るキ リス ト教神学 に関す ることであ りますが、モーセの十戒 の第二

戒に、 自分 に似せて何を も造 ってはな らない とい う神の像 の問題があ ります。従来 、これは 極

めて排他的 な理論であ るとい うふ うに言われてお りま した。多神教 の中の唯一神信仰 として、

自己の インヴィジブル(invisible)な 神聖[生に対 して排他的にそ うい うものを主張 しました。

これが回教の現代文化 を も生 んでいる とい うことは、私達 もよく知 ってい るところです。けれ

ども最近の モーセの研究 に よれぽ、 出エジプ ト記 におけ る神の啓示の問題 は、十戒を通 じて神

は人間に 自己を啓示 した もうた とい うことです。す なわち十戒 を通 じて 自己を啓示 した とい う

ことは、人間 との関係が極めて倫理的な関係であるとい うことを示 しています。 この点 か ら統

一理論の一番最初 に帰 って行 くな らば、私達 の自然で も、最近 は自然に も目的論的宇宙 観 とい

うものを導入 して、 自然には価値 観を入れ ないことには理解で きない側面があ ま りに も多い と

い う、非常 に謙虚な表現が科学者 の中で もなされているわけであ ります。価値論 を直接入れて

しまうとい うことは、 自然科学 の場 合なか なか受け入れ られない面 であ りまし ょうけれ ども、

そ うせ ざるを得 ない とい うところに、ある意味のハ ッとす るところがあるわけで ございます。

私は統一理論のシ ンポ ジウムにおけ る方法論の問題 を提示 しなが ら、今 までの五つ の問題を整

理 して、 自分の疑問や あるいはまた提案を 申し上げ ました。
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Session　 VI

経済学の本質 と学の場

国際経済研究セ ンター理事長 ・経済学

紅 林 茂 夫

1.経 済学 の本質 と学 の場 と題 した理 由は、「私の考え方に よる経 済学」、「経済学は ど う修

正 され る必要が あるか」 を述べ る為 である。そ して私 の考 え方は統一思想の基本的考 え と全 く

等 しい ものと考え る。そ こで経済学 とは如何なる学か、如何なる学 であ らね ばならないかを検

討す ることが本論 の 目的であ るが、それには経済学の歴 史を一瞥す る必要があ る
。即 ち経済学

の始祖 とされ るアダム ・ス ミスの経済学 はど うい う考 え方に立 脚 していたのか
。 アダム ・ス ミ

ス以降 の古典派経 済学 は どの様 に変 ってい き、それ に対 して、 どの様な批判が加 えられたか。

就中・有名 なマ ・クス ・ウー バ ーとシ。モ ラーとの 「価値判断論剰 について ど う考 えるべ

きか。更 に数理経済学 、計量経済学 にはどの様な限界が あるかを検討 し最後に
、経済文化 の創

造、経済文化形成 の場 を どう考 えるべ きかにつ いて私の考え方を申し上げたい。

2.ま ず経済学 の語義 であ るが、economyと はギ リシア語 を語源 とす るが
、それは、　oikos

とnemeinと い う言葉 の合成だ とされてい る。　oikosは 、 ファ ミリー、家庭であ り、　nemeinは

管理managementで ある。 ギ リシ ア時代 に経済 の語 に家庭の管理、家庭 の生活上 の物質的管

理が考 えられて いた ことは注 目され ることだが、それ は物質的な経済 の計算だけを考 えて いた

訳ではなか ったか らであった。 日本では経 国済民か ら経済 と訳 した とされていることは周知の

ところだが、これ は非常にいい訳であった と思 う。人間は生 まれ る時は、親か ら生まれ るが、

生 まれた個人は絶対 個 としての存在 を考 えると同時 に、相対個 としての存在であ ることをお の

ずか ら知 る。 「絶対個 としての個 は 自分が この宇宙 の中に生 を得 た意味 は何で あるか。」 「人間

の生命 と人間以外 の生物の生命 との間に果 た して価値格差 があるのか
。」 「生 と死は一体何 であ
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るか。」 こ うい う問題 と取組 む こ とに なるが、そ うい う絶対個の生の 自覚 ・意識は、宗教 との

関わ りを持つ。しか し我 々が生 まれた瞬間に、我 々は既に社 会の一員 として生れ て来 るのであ っ

て、社会人 としての個 は相対個 としての存在 とい うことになる。 こ うして複数 の個 は、相対的

関係において、それ ぞれの国家を形成 し、それ ぞれの社会 を形成 してい るが、 「経国」 の経 は、

管理 とい う意味である。国、社会を管理す ることであ って、「済民」の民は社会であ る。済民 は、

ミ社会を安定 させ 臥 とい う意味 を持つ。そ こで、社会 の形成は、具体的には、如何 なる関係

に依 るのか、 と言えぽ個人が即社 会を直接形成 してい るのではな くして 、実は、家族が個 と社

会 とを結合す る役割を果 している。西洋 の合理主義 の理解 の仕方に基づ くと、家族 ・家庭 も個

人に分解 して個 と社 会を直結す る。社会契約説の考 え方は、個人同志が契約に従 って、社会を

形成す る ことにな ってい る。この様な考え方 か ら個人主 義が生れ、経済の概念 の中か ら、家族、

家庭が抜け ることになった。 これ は、合理主義 とは言 えるが、人生 の在 るべ き姿か らすれぽ合

目的 ではない。合 目的 の意味 は、合理的 とは違 う。 この西欧の合理主義の流 れに沿 って来た経

済学 は、人間のあるべ き姿、人間 のなすべ き行動 に対 し、合理的 な論理立 てだけをす ることに

なって いる。合 目的 とは、価値 観が入 るとい うことであ る。合理的 とい うことは、論理の整合、

現実の状態 に対す る法則性を求め るとい うことであ る。西欧の個人を基盤 とす る経 済学 の考 え

方 では、現実 の動 きについて、その原因 と結果 との関係を論理化す ることが必要だ とす る もの

であ り、行動や結果 について価値 判断を入れ ることは許 され ない。その為物質的な合理的行動

を追求す る ことが経済学であ るとい うことになって しまった。

3.そ の様 な論理の組立ては、 アダム ・ス ミスが原点 であろ うとされてい るが、アダム ・ス

ミスの考え方 とアダ ム ・ス ミスを師 と仰 いでいる、所謂、　Orthodox　 School、　古典派経済学の

考え方 とは、実は、非常に違 っている。後に ケインズが現われ、 ケイ ンズを師 とす るケイ ンジ

アンなる経済学がで きたが、そ れは、本来の ケインズの考 え方 と非常 に違 うの とあたか も同 じ

である。 アダム ・ス ミスの経済学 は 「初めに世界経済 あ りき。」 とす ることか ら出発 して いる。

それは最初に総合、調和 、統一 を考 えていた とい うことであ って、個 の行動 か ら全体の調和を

求めたのではな く、全体 の調和 の中におけ る個の行動 のあ るべ き姿を求めた もので ある。 この

様に、 アダム ・ス ミスが考 えて いた思想体系は、「初めに世界経済 あ りき。」 とい うことであ っ

て、初めに世界経済が想定 されていて、その世界経済が安定 し成長 してい く為 には、それぞれ
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の国民経 済が どうあるべ きか とい う論理形成を考えた ものである
。そ してこの論理 の実践 を明

確にするmechanismは 国際金本位制度であ った。そ こで、国民経済 と世界経済 との関係 は
、「国

際均衡を優先的に考 えることに よって、それぞれ の国民経 済の安定 と成長が実現 され るとい う

順序 であ らねぽ な らない。」 とい うことであ った。 これはあたか もこの宇宙天体が一つの確然

た る法則の もとに、運行 している 自然科学の世界 と同 じ様 に、世 界経済 も一つの大 きな 自ずか

らなる秩序の中に存在す る とい う考え方である。 ス ミスは、そ うい う思想体系を持 っていた。

これは、 ニュー トンの物理学的世界観の影響だ とも考え られる
。ち ょうどその頃、 ニュー トン

の物理学が宇宙を説明する最新 の科学体系 とな っていた。 ニュー トンは コペル=ク スの現われ

たのちの人だが、 コペルニ クスが地動説を唱え、天動説が否定 された。そ して天体は、太 陽を

中心 として、それ ぞれの惑星が一定の法則性 を持 って、運行 してお り、その関係は ニュー トン

に より、数理的力学的 に説 明が可 能 とな った。 こ うして、切 学的関係に従 って、天体 は完全

に相互の秩 序を持 ってい る ミ ことが 明らかに された のだが、 アダム ・ス ミスは この 自然科学

の法則性を世 界経済 に適用 して、「世界経済は、一定 の法則に従 って秩序立て られ る」と考 えた。

その一定の秩序形成 の条件は、「完全な市場競争 におけ る自由貿易」である
。「これが行 なわれ 、

国際金本位制度が行なわれ るな ら、各国の国際均衡 は、 自動的に常 に達成 され、金利水準 、物

価の水準は一定 の水準 に必ず 自然に落ち着 く」 と考えた。 この様に 「宇宙が一定の法則 に従
っ

ている と同 じ様に 、世界経済 も一 定の法則の下に秩 序立て られ る筈であ る
。」 とした のが アダ

ム ・ス ミスであ った。

4.そ れでは国民経済 と個人 との関係 は どう考え られたか とい う理論 も全 く同 じであ
った。

「初めに国民経 済あ りき 」 とい う考 えである。国民経済 の安定 と成長が実現 され る為には
、

個人の行動 が ど うあ る筈かが分析 された。 その為 の条件 は、ス ミスに よれぽ、「各 人がそ れぞ

れの利己を追 求すれ ぽ良い。利 己的行動 こそ、国民経済の安定 と成長を実現す る上 において
、

最 も合理的 である」 とした。そ して この利己的行動 が 「完全競争 原理 に より、 自由に行なわれ

るな らば、そ こに 自ず と調和 と秩序が形成 されてい く」 としたのであるが
、「そ うい う秩 序は、

そ もそ も神が最初か ら予定 していた ものであ り、その予定調和が達成されることにな る」 とし

たのであ る。 これが予定調和説pre-destinationtheoryで ある。ただアダム ・ス ミスの考 え方

には二つ の前提があ った。一つ は性善説であ り、 もう一つは世 界経済 も国民経済 も完全 自由市
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「

場である とした ことであ る。 ところが残念 なことに この二つの前提 は全 く現実的で なか った。

そ の為にス ミスの構想 していた様 な経済秩序は現実 には実現 されず予定調和実現 の為 に考 えた

ス ミスの方法論 は全 く逆効果を生む。アダム ・ス ミスが 「利己追求 は善であ る」と言 った のは、

各人がそれぞれ行動す る時には必ず他人 が 自分の行動を どの様に見るであろ うか、 どの様 に批

判す るであろ うかを常 に頭 において、行動す るものである とい う前提 に立 っていた。 これ をス

ミスは、シ ンパ シイsympachy　 (共感 、感応)を 何 人 も保有 して行動す るとしたのであるが、

この考 え方は東洋で言えぽ孟子 の性善説である。孟子の場合 には、人間は本来性は善である と

考 えた ものであるが、 ス ミス も性が善 である と考 えたのだが、 ス ミスは性 が善 であ るが故 に

(sympathy)各 人 の行動は必ず善 であ るとして各人に 自由に行動す ることを許容 したのであ

る。 この ス ミスの考え方は彼 の最初 の著書、　「The　theory　of　moral　sentiments」　(道徳情操 論)

の中ではっき り示 されていた。 この道徳情操論を経済理論 として展開 した ものが 「国富言刷 で

あった。 この前提が正 しけれぽ、予定調和 に従 う秩序形成が実現され、その秩序 は倫理性を含

んだ人間の合 目的活動 として行われ る筈 であった。然 しなが ら、実際 は、人間が倫理 を含んだ

行動は しないので、彼 の考え方は、結局一つ の思想体 系 としての ものに止 まった。ス ミスに於

いては、倫理感 に よって利己が純化 され ることにな ってお り、それ故各人 の行動は合 目性を持

つ ことに なっていたのだが、現実には、倫理抜 きの利己的行動 の合理性 のみが追求され ること

になった。 こ うしてス ミス以降 の古典派経済学 では経済学の合 目性が失われ合理性のみが追 求

され ることにな り、各 人の利 己的追求を可 とす る経済学 とな ってしまった。 こうして利己追求

に対 して経済学が免罪符を与 え られ たか の様な ことになって しまったので当然 その様 な社会経

済は、非常 に不安定で無秩序 な ものになってしま った。 、

5e又 この古 典派経済 学 には後 に、 ジャンバ チス トセー　gean　Batistsayが 明確 に した論理

Say'slaw,marketlawな る考 え方があ って、あ らゆ る生産物 は必ず販売 され る、「供給 は需要

な り」の論理 の上 に立 って いた。従 って国民経済 は常に安定的 であ ると考 えられていた。古典

派経済理論は このセ イの論理 と国際金本位制の論理 とが結合されて いるものである。　Sayの 法

則に よって常に国民経 済は完全雇用が達成 される とい う論理 的安心感の上に立 って いたのであ

るが、この考え方 は、マ ーシャルAlfred　 Marshallに 至 る迄、信 じられていた。だが実際には、

必ず生産過剰が起 こ り、そ こか ら景気変動が起 こ り、経済の不安定 と弱 肉強食に よる貧富 の差
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も生 じて きた。 ミルJohnStuartMillも 販路 の法則 の上に立 っていたが現実 の ヨー ロッパ経

済が英 国 の産 業革命 以後 非常 に悪 くな り、社会 問題が厳 し くな って来 たの で、　John　 Stuart

Miliは 初めて経済学 の中に社会性 を積極 的に取 り入れた。それ迄は、特 に社 会性 を経済学 の

上 で考慮す る必要はない と考え られていた のだが、それはアダム ・ス ミスの考 え方か らすれば

当然であった。 しか し経済 の現実 は、非常に不安定、不平等、不調和の社会 となったので社 会

性をMillが 取 り入れたのであ って、 この点はMillの 画期的業績 であった。 しか し、現実 の社

会経済は余 りに も悪か ったので、その当時 、いろいろの批判が現われた。その一つ が、空想的

社会主義 であ り、この空想的社 会主義 を基本 として展 開されたのが、科学的社会主義(マ ル ク

ス ・エ ンゲル スの考 え方)で あった。 トーマス ・モアのユー トピア、その他 、いろい ろの理 想

社会形成の考え方が出されたが、空想的社会主義に は方法論が なか った。そ こヘマル クスが現

われて、論理的 な資本主義経済の分析をや って、資本主義経済社会の構造を 明確に した と、彼

等は 自己評価 して彼 らの考え方を科学的社会主義 と言った のだが、マル クス ・エ ンゲルスの考

え方は、空想的社会主義 をその先駆者 として持 っている。

6.空 想的社会主義者 の中で、特に注 目すべ き者に ジ ョン ・ラスキ ンがあ る。 ジ ョン ・ラス

キ ンJohn　 Ruskinは 、経済学 者で はな く、文明批 評家 であ るが、 ラスキ ンは、非常 に注 目す

べ き経済書 を何冊か書いている。 そ こで今、 ラスキ ンの考え方に若干触れてお きたい と思 う。

それは彼 力い 経済学 のあ るべ き姿 に非常に多 くの ヒン トを与えて いるか らであ る。　「Unto

this　Last」 ア ン トウ ・デ ィス ・ラス トとい うラスキ ンの書いた書物があ るが、この アン トウ ・

デ ィス ・ラス トとい う言葉は聖書の中の言葉 であ る。 アダム ・ス ミス以降 の古典派経済学 は既

に述べた様に、完全な 自由放任Laissez　 Faireを 良 しとす る考 え方であった。そ こで 自由 とい

うことが果 た して いいかを ラスキ ンはまず取 り上 げ、「全 ての人 間の進歩や能力の根底 には、

訓練 と干渉 が存す る ものである。故 に、放任主義LaissezFaireと い う考え方はいや し くも人

間に関す る事柄 においては破滅主義 である。」 とラスキ ンは、 アン トゥ ・デ ィス ・ラス トの中

で述べている。確かに全ての人間の進歩や能力の根底 には訓練あ るいは干渉が必要 であ る。 こ

の訓練や干渉が どの場 においてあるのか と言えばそれ は家庭にあ る。最初に述べ た様に我 々が

生まれ 出る時は、家庭 の中に生 まれ るのであ って、家庭 の中で親 ・兄弟 との交渉 において いろ

いろの訓練を受 け、親か らの干渉、教えを受けてい く。 これがあって初めて人間は完成 してい
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くのであ って、何 で も放任 しておけば良い、勝手 に振舞えぽ良いとい う原則 では、社会 は良 く

な らない し、経済 は良 くならな い。 ラスキ ンは、 自由放任経済 の幣害を強 く指摘 し、統制経済

Controlled　 econOmyが 必要 であ る とした。 ラスキ ンが言 っていた統制経済 とは経済論理が実

現 され る経済組織 とい うことであ った。私 は、家庭に経済あるいは経済学 の場があ るとしたが、

ラスキンもそ ういってい る。それは、彼 の言 う統制、又干渉は愛情 と責任 の帯を持って結 ばれ

た ものであ り、同胞的親和に よる統制、干 渉、訓練でなければ ならない としてい るが、 ラスキ

ンはそ れを父 権政 治 と称 した。 社会 と国家 は父 権政 治 でなけれ ぽ な らな い。愛情 を持 った

Controlが 必要だ と言 ってい る。家庭の経済については、家族一同が家長 を中心 に一致協力す

る。家長の愛情 を持 った統制下にいて、秩序 ある生活を営む こ とが必要だ と言 っているのであ

る。古典派経済学 の国家観は、 カーライルが椰楡 した様に、夜警国家Night　 Watcher　 Stateで

あって経 済に対 して は政 治 は一切関与 しては な らない とす る ものであ るが 、それ は、　Anar-

chy　plus　policemenに す ぎない とカー ライルは言 った。だが ラスキ ンは ミ国家経済 はそ うい

うものであ っては な らなし＼ と非常に主張 し、「愛 の統制 と協 力 とい うものは全 ての ものにお

いて、生命 の方法 であ り、無統 制 と競争 とは死 の方法であ る。」 とアン トゥ ・デ ィス ・ラス ト

の中に述べ ている。更に ラスキ ンが非常 に強調 したのは、消費倫理 の重要性であ る。 アダム ・

ス ミスの国富論 は、生産 の論理であ るが、それは、当時 の各国の経 済状態か らすれば、的確 な

考 え方ではあった。 ヨー ロッパ経済が拡大 され国際経済化 したのは、1492年 にコロンブスが ア

メ リカ新大陸 を発見 し、やがて マゼ ランが世界一周を行 って、地球がまるいことを実験 におい

て知 った後 であった。 しか しそれは、 ヨー ロ ッパの中南米を対象 とす る侵略 による経済拡大 で

あった。中南米諸国を完全に植民地化 し、スペイン ・ポル トガルは彼 らが保有 していた金銀財

宝を ヨ ッロッパに持 ち帰 った。そ して彼 らが持ち帰 った金銀財宝を ヨーロッパ各国が欲 望の対

象 として、各 国は ポル トガル ・スペ インに生産物を輸出 し輸 出代金 として、金銀財宝 を以た。

そ うい うや り方で ヨー ロッパ経済の国際経済化が始 まったので あるが、 アダ ム ・ス ミスが現わ

れて、 これは経済 以前の段階だ として、マ ーカンテ ィ リズムmerchantilismと 名付けた。 アダ

ム ・ス ミスが重商 主義merchantilismは 経 済学ではない とした のは、重商主義は略奪 して きた

金銀財宝を国富 とす るものであ って、商業tradeだ けを重要視す ることは経済学 とは言えない。

経済学 とは、生産を考 える学問でなけれぽな らない。生産物 を造 ることが最 も大切なのだ とし

た。 ケネーに よって主張 された フ ィジオ ・クラシー重農主義 は生産を問題 に している点で一応
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経済学 と言える とした。ただ ケネーは、生産性を持 っている ものは土地だけ であ るとして、土

地を重要視 したが、 ス ミスに よると、土地だけが生産力 を持 ってい るのではな く、広 く生産を

問題 とす る必要があ るとして、真の国富は何 であ るかを論ず る為に国富論を書いたのであ るが、

この生産性を第一義 とし重視す る古典派経 済学 に対 して、 ラスキ ンは痛烈に ミ消費 こそ本来最

も重要な経 済行為 だ＼ 消費 に対す る正 しい考え方 がなければ経 済は正 しい経済 にな り得 ない こ

と強調 したのである。 ラスキ ンに よれぽ、消費す ることは、他人の生産物 を自らの ものにする

ことであ る。その ことを別 な言 い方 をすれぽ、消 費す ることは他 人の労働力 を 自分 の労働力

の上 に加え ることであるミ とした。 ラスキ ンは 「購売行為に よって他人 の生命 の一部を加 えた

と考 えるべ きであ る」 として彼 は、 「芸術経済論」 の中 で、「消費に対 して倫理性 を十分 に持た

なけれぽな らない」 と強調 してい る。 もしぜ いた くを行なえぽ、それは最 も悪 い消費の仕方で

ある。国民全体 の為に何人かがその生産物 を得れぽ、それぞれ生活が安定す るとい う時に、あ

る特定の者がぜ いた くをす るのは、非 常な間違 いだ と言 ってい る。 ラスキ ンは、「ぜ いた くの

為にではな く、社会全体に役立ち得 る公共性 を持 った製品の製造 に、製造業者が生産 を行 ない、

それを消費す る場 合には、例 えば、女性な らば きらびやかな服装に よって男性 の注 目を得 よう

とす ることか ら離れ て、清 く澄んだ まなざ しや 、簡単に束ねた黒髪 、健康そ うな頬の色、それ

らのものに よって男性に訴え ることが必要 だ、そ のよ うになる ことが正 しい経済のあ り方 であ

る」 と言 っている。全 く同 じことをマ ーシ ャル も抽象的な言葉で述べている。 ともか くラスキ

ンの考え方は、 「生産 が行なわれ る場 合にはそれぞれの人の生命 がそ こに注 ぎ込 まれ ているの

であるか ら、生命の注ぎ込 まれた生産物に しなければ ならない」 とい うことである。

7.こ うい うラスキ ン的考え方は、マ ーシ ャルに非常に大 きな影響を与えた と見 られ る。古

典派経済学 の集大成者 であ るアル フ レッ ド・マ ーシ ャルは経 済騎 士道EconomicChivalryを

強調 した。経済騎士道が行 なわれ る社会 にならなけれぽ、社会は良 くな らない。その為 には、

企業 と個人がそれぞれの様 な倫理性 ・道徳性を持たなければな らない とマーシ ャルは言 ってい

る。マー シャルは倫理学をや り、数学をや ったが、最後 にケンブ リッジ大学の経済学 の正教授 に

任じられた。 その時 、学生に記念講演を したが、それは経済学 は どうい う態度 で学ぽなければ

な らないか を言お うとした もの であ った。そ の中の言葉 にwith　 cool　heads　but　warm　 hearts

とい う言葉が ある。経済学 を学 ぶ者 の心構 え としては、with　cool　heads ,(理 性的 、客観的 分析)
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だけでは駄Eな のであ って、warmheartsが なければな らない と強調 しているのであ る。マ ー

シャルはそ うい う考 え方 を持 っていた人であ るか ら経済学を学 びたいとい う希望 を持 ってい る

学 生には、必ず 「よろ しい、経済学 を教え よ う。だが その前 に君はEastendへ 行 って、　Eas-

tendの 人 々が どうい う生 活を してい るか よ く見て きなさい。」 と言 ってい る。 ロン ドンで貧乏

人が沢山生活 していた一隅へ行 って、如何 にそ うい う人 々が困窮 しているか、人生に絶望 して

いるか、それ を見て来 なさい。経済学はそ うい う人達を救 う為 の学であ ると言 ったのであ る。

8.こ の アル フ レッ ド ・マー シャルに は、二 人の偉大 な弟 子が いた。A・c・ ピグPigou

とJ・M・ ケインズKeyensで あ った。A・C・ ピグは、アルフ レッ ド・マーシ ャルの衣鉢を

完全に継いだ 人であ るが 、 ピグが展開 した経済 はEcommicsofWelfare「 厚生経 済学」 とい

う考え方 であった。 ケインズ もアル フVッ ド ・マ ーシャルの愛弟子 であったが、古典派経済学

の誤 りを訂 して新 らしい経済学を樹 立 した。現実 の国民経済 も世界経済 も古典派理論 の説 くよ

うな調和 を得 てはいなか ったか ら、 ケインズの考 え方はやがて経済学の主 流 とな り、それが ケ

インズ革命 と言わ れたのだが 、ケイ ンズは完全雇用 を実現す ることによって、基本的人権を維

持確保 す る必要 が あ る と した もの であ って、 この 意味 に於 いて、マ ーシャルの暖 か き心 情

warmheartsを 経済 論理 の上 に生か した ものであ った。 アダム ・ス ミスはミ神 の秩 序は見 えざ

る手ミinvis2blehandに よって導 かれ、予定調和 が実現 され るものであ り、 これは神 の摂理 で

ある、 とす る自然法的考 え方に立 っていた。 自然法 とは、 自然科学で言えぽ、ニ ュー トンの考

え方に等 しい ものであった。 ところが、 ニュー トンの力学は、後 に必ず しも正 しくない とい う

ことにな った。それはア インシ ュタイ ンが相対性理論を主張 したからであ る。 アィ ンシ ュタイ

ンの相対性理論 は、従来 ニュー トンの力学に よって宇宙が全て解 明された と考え られ ていた こ

とに対 し、宇宙 とい うものは、相対性 原理に よって、理解 しなければな らな いとした ものであ

り、従来の考 え方 の枠組みparadigmパ ラダイムが変 ったので ある。そ して更に量子 力学 ・量

子物理学 とい うこ とになって、一体 この宇宙 を どう理解 した らいいかについて考 え方の枠組み

が次 々変 って来 ているが 、自然 と理解す る考 え方 です ら変 って行 くのであ るか ら、いわんや、

人文科学 ・社会科学 である経済学 に関 しては、当然 いろい ろな考え方が 出て こなければな らな

いであろ う。 ところが非常 に長 く古典派経済学の時代 が続 いていた。 そ して しか も古典派 の説

くような経済にな っていなかったのであるか ら、 ケインズが出て来て、現実 は否定 し得 ない事
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実であるか ら、 これを説 明 し得 ない古典派理 論の誤 ちを正 さなけれ ばならない として新 しいパ

ラダイムを提供 したのは当然 であ った。 ケインズによ り経済学 のパ ラダイムは完全に逆に され

た。古典派経済学 は生産か ら論理を 出発させ たものだ ったが、 ケイ ンズ経済学で は、需要か ら

論理 を出発 させた。古典派経済学 はsupply-side　 economicsだ ったが、ケ インズはdemand-

side　economicsで あ る。 も う一つ の相違 は、古典派経 済学は方法論 として個 人 の経済 行動 を

分析 す ることか ら出発 した。即 ち、方 法論か ら見て、 マイク ロ ・エ コノ ミックスmicro-eco-

nomiCSで あ るのに対 して、 ケイ ンズ経済学 の場合 には、国民経済 の経済諸量か ら出発 してい

るマ クロ経済学macro-economicsで あ る。国民経済の均衡状態 とそ の成長 を実現す ることが、

いずれにせ よ、経済学の 目標 とす るべ きことであ るが、 これを古典派経済学では個人の行動 か

ら考 えたので、非常に事細 く人間の行動 を吟味 した。それに対 して ケイソズの場合は、既に存

在 してい る経済諸量、例 えぽ、生産量、消費量、投資量等のバ ランス関係か ら経済理 論を構 築

す る。それか らもう一つ ケインズが指摘 した重要な事 は、 これ も古典派経済学 とは逆 の考え方

であ って、古典派 はアダム ・ス ミスにおいて、「初めに世 界経済 あ りき」とい う出発の仕方であ っ

たが、 ケイ ンズの考え方 は、 「初 めに国民経 済あ りき」 とい うことで、世界経済 の均衡 よ り国

民経済の均衡を第一義 とした。以上 の三点 において、古典派経済学 と違 う考 え方、パ ラダイム

を想定 している。 ケインズの考 え方に よる と、国民経済 をまず最初 に前提 し、初めに国民経済

を完全雇用 の状態にす ることの必要 を重要視す る。各 国の国民経済が完全雇用を達成 した形 に

おいて、世界経 済が考 え られ るこ とにな ったのであって、ケイ ンズの場合には国 内均衡優 先で、

国際均衡 は第二義的にな っている。

9.ケ イ ンズが現わ れたのは、1930年 代 のあの世界恐慌 の時代であるか ら、 これが非常 に受

け入れ られた。 ケインズ経済学 は、経済学が 目的 とす る ものは、各人にそれぞれ基本的 人権 を

維持す るにた るだけの所得 を保証す ることだ とした。古典派経済学 の場合には、完全雇用 は常

に達成 されて いるとい う前提 なので、基本的人権は、経済的には何人 も自然に得 られ ている と

考えている。そ こか ら 「働か ざる者は食 ら うべか らず」とい う社会規範が現われた。最近 では、

「働 かざる者食 ら うべ か らず」 とい うことを言わない。それは何故 か と言 うと、経済学 の論理

の変化か ら来てい る。古典派 の理論 の下では、失業 は働 く意志を持 っていないか らだ とい うこ

とになる。だか ら古典派経済学 の論理か らすれば、当然社会経済は、 自己責任 体制 とな り、社
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会保障は 自己責任体制 の下では、必要ない ことになる。然 しなが ら、完全雇用が 自ずか ら、達

成 され るとい う事実が なければ、完全な 自己責任体制 を主張 した り強制 した りす るわ けにはい

か ない。 ケイ ンズに至 って、考え方が違 ってきた。つ ま り失業は、個人 の責任ではな くて、社

会の責任 である とい う考え方になった。 それは、販路 の法則が間違 いである以上、当然そ うな

る。そ こで国家 としては、失業者 に対 しては、基本的 人権を維持 するにた るだけの所得を個人

に保証すべ きだ とい うことにな る。国家が責任を負 うとい うことになると、雇用のチ ャンスを

国家 自ら作 り出す ことが必要 になる。 こ うして ケインズは雇用を国家の責任で実現す る為に公

共事業等を国家財政 でやるべ きだ との考 え方を取 るこ とにな った。 ここに夜警 国家 と考 えられ

ていた国家が、私 の言葉で言えぽ、事業国家にな った。ただケイ ンズの場合 には、そ こまでだ っ

た。つ ま り完全雇用 を達成 させ ることが、基本的人権を維持す る為に必要 な ことであ る。職場

があれぽ、所得が得 られ るのだか ら、それだけのことは国家がや らなければならない。そ うい

う意味の事業 国家が ケイ ンズの考 え方であ る。 ケインズ経済学 は、 もともと完全雇用が達成 さ

れ るまでの短期理論だ ったので、完全雇用 が達成 されれぽ、古典派経済学 の論理が正 しい とケ

イ ンズは認め ていた。 しか し、 ここで 自己責任体制が社会責任体制に切 り変わ ってい く一つ の

糸 口がで きてきた。

10.と ころが、第二次世界大戦 後、国家の責任が更 に変わ って、福祉 国家形成な る理念 に変 っ

た。福祉国家は、下 限においては、基本的人権が維持 され うるだけの所得を国家が保証す る と

い うことであ るが、福祉理念 はそ の本質上拡大 されてい くものである為、基本的人権 を維持す

るに足 る所得だけでな く、一定 の水準 の生活が可能 な所得を国家が各人に保証す るこ とを 目標

とす る様にな る。 この様 に国家理念 は夜警国家か ら事業国家にそ して福祉国家へ と展開 されて

来たが 、漸次、社会 責任体制 の程度が強化 され るので、自己責念社会な る考 え方 は、非常に後

退 した。 しか し、社 会責任体制が、積極的に拡大 され るに従 って市民の精神 は社会責任体制に

依存す る結果、社会 も経済 も精神文化の面で不安定 になると同時 に国家財政 の負担が増 した。

例 えぽ、 アメ リカは非常 な財政赤字であ る。1983年 度の赤 字が 、1954億 ドル と、約2000億 の赤

字 とな ったが、1984年 度 も1800億 ドル位の赤字 は不可避である。それ らの赤字 は レーガン大統

領が対 ソ戦略上 巨額 な軍事費を要求す るか らだ とす るのが常識的見解であるが、 これは基 本的

には誤 りである。勿論、昨年の夏以後の様 な ソ連の行動が現われれば、当然 アメ リカはそれに
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対応するだけの鱒 力を締 していかなければらないので暉 轄 支出が綴 る。とはやむを

得ない・　tZ一ガンが特に議会陣 請していたMX・ サイ・・姶 輝 軒 瓢
、従来、駐 党は

もとより共和党の峡 も対 ・刺紬 に過ぎ、去P・て、世秤 和が乱されるのではないかとい う

ことで・なかなか翻 が得られなか・た
・ しかし、昨鞭 半の一連の働 が起った後tl。は、ア

メ リカの議会の考え方が非常に違 ってきて
、MXミ サイルを含む2500億 ドルの予算が上、下院

樋 過 した・これをも・て不当輝 較 趾 を濡 えないと私峰 える
.そ ういう・とで若障

事費が蹴 てきている・とは当然だカ・・ア・ リカの予勤 赤字畷 大原蹴 轄 費ではなく
、

福祉支出にある・1974年 一1982年 までア・リカの財厳 髄 平均すると
、軍事支出縫 体の

25%・ 酬 支蹴44%で ある・予廟 半分に近い拙 をも
。て、社会購 をや。ている.轄

動 加 ・もし本気にソ勘 デタン・lf・応ずる・と競 れぽ描 干
、嚇 する・と、河 能だカ・、

翻 拙 は制度化されているから・急に嚇 する・とはできない晒 抗樋 めて強い
.1981年

聞2° 日・ レづ ンが大纈 の座につ・・た時、・れから ・N・wB・gimi。gい 紅 ・・馳 発、

であると言っ塒 に噺 しく離 発するにあた・てe#1
、酬 支出について輔 検討する腰 力・

あると言ったこと旺 しい瓢 であ・た・ ど・咽 の政治家の場合でも鵬 化さ練 社鑛 任

㈱ 下で・蜴 に社会保齢 与えられている場合、それを切る・とは非常に不評判になる.。 れ

がレづ ノミ・クスに対する不評判の一つの原因にもな
・たのだが、要するに、ア・リカの財

政赤字は・翻 支出が行き過 ぎにな・ている・とにある.そ の為に社会の道徳も饒 している

のであ・て配 責任という榊 がある盤 髄 さ撤 けれぽ社会 も麟 も錠 しない
.82年 度

暉 較 出をユ゚・とすると翻 支搬167で 翻 拙 の方罐 かに多い
.西 ドィ。も肌 で磯

暉 轄 拙 が2・%・ ・れに対 して社会保麟 が35%と いう支出割合であ
。て、肋 前.東 ド

イツを搬 ているものの・西 ドィ・も完全綱 祉国家にな
。ている.そ のゆきすぎ力潮 虫の経

済を一聴 化させた・イ判 スも・ランスも肌 パターンである
.躰 吻 論ア、リカに購

上依存しているから軍事費は少 く、昭和50年 度から58年度平均で、軍事支出は5.7%、 社会保

障費は22%と な・ている・5・7%の 軍事支蹴2兆7千 億円で
、・の数報 昭和針 八年度に

ついて言えば・社会保麟9兆1千 億円に対し3・3分 の1で ある.こ の2兆7千 鯛 噸 め

て小さな額であって、これは専売公社の一年の売 り上げ高に等 しいものである
。皆がタバコを

やめたら日本の軍事費は直ちに浮 くわけである
。日本の安全の為の保険金だと思えぽ、こんな

安いものはない・しかし細 の安保条約は、躰 のvs保 障だけで瞭 く、アジァの安全綱 、
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「

ひいては世界の安全保障 とい う意 味を持 ってい ることに留意す る必要があ る。

11.こ の様 に、各国がいずれ も社会保障費が非常 に大 きい ことの為に 、国家財政が悪化 して

いるのだが、これは いろい ろな ことを意味 して いる。一つ はそ うい う赤字は簡単に解 消で きな

いから、長期化す るこ とで ある。 アメ リカの高金利は財政 の赤字に よる ものだが、ア メ リカの

財政赤字がなかなか解 消 しない以上、高金利 も解消 しない ことになる。従 って、 ドル高は長期

化する。今 、先進 国で財政黒字の国は一つ もない。各 国いつれ も全部福祉支 出過大の為であ る。

この指摘 は特に必要 であって、 この財政赤字解 消のためには、経済社会に対す る意識変革が絶

対必要 である。その様な意識革命 を実現す る場 は何処か と言 うと、それは家庭 である。最近の

経済学は計量経済学にな ってい るが、計量経済学 のマ クP分 析では、経済行為が どうい う動機

に基づ きど うい う意志に基 づいて行なわれたか、あるいは行なわ れるべ きか とい うこ とは問わ

ない。経済行動 の動機や意志を問わない経済学は、社 会経済を良 くす るものではあ り得 ない。

我 々が問わなけれぽな らないのは、経済の本来求むべ きもの、経済文化社会 としての合 目性 を

どう実現すべ きかであ って、経済行為の根源 において どの様 な価値意識 を持つべ きかである。

既にマ ックス ・ウェーバーMax.　 Weberに よって経 済行為 は価値 規範 の側面 か ら捉 うべ きもの

ではない とされ、当為(sollen)と 現実(sein)は 区別 されねば論理 とな らない とされたが、

経済は合理的均衡関係を追求す るよ り、経済の持つ社 会に於け る合 目的役割が実現 され る様な

価値意識 の導入が必要であ ると思わ れる。 自然科学 と社会科学、人文科学は異なるものであ っ

て、社会科学は本来、価値観に関わ るものであることを認識 しなけれぽ社会 は良 くな り得 ない。

政策 は全て価値観 に立脚す るが、経済学は本来価値観を内包 した論理 として出した ものであっ

た。 その意味に於 いて、経済学 は経済政策学たるべ きものである。それ故 、価値判断が経済行

為の中には、含 まれ る様 に各人が行動す ることが必要なのであるが、そ うい う行動が どこで培

養される可能性があ るか とい うと家庭 であ る。家庭 の中 の共 同体 としての教えには価値判断が

ある。 この点で ラスキ ンの考 え方は非常 に参考にな る。価値判断論争 でマ ックス ・ウェーバ ー

が言 った ことは、経済学を科 学 として捉 える事が必要 であ り、そ うす るには原因 と結果 の関係

を究 明すれ ぽ良 く、そ こには価値 判断があってはな らない と言 うことであった。 しか し、マ ッ

クス ・ウェーバ ーも価値判断 を否定 していたのではな くて、「プロテス タンテ ィズム と資本主

義社会 の精神」 を彼 が書 いた様 に、社会科学に於 ける価値意識 の重要性を寧ろ誰 よ りも認めて
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いた のであ る・ マ ・クス ・ウー ・㌻ と言静 した シ。モラーS・hm。ll,,は 互髄 の後鞭 史学派

に属 するが、彼は壁に針 を一本打 ち込むに も倫理的判断がなければならない と言
った。社会科

学 とはまさにその様 なものであ って、経済学 がそ の様な ものになる為には、経済学の場 として

の家庭が重視 され なけれぽな らない。そ して複数の家庭 によって形成 され る社会 に於 いては、

それは経済文化 として捉え られなけれぽ ならない。文化 とは悠意 自然 との関わ り合いで あるが
、

人間生活 と自然 との関係 に於 いて、 自然 と共存 し、 自然を生 かす ことが文化 であ る。文化はそ

れ故、価値意識 、価値 判断を基盤 とす るものであ って、経済文化 とは経済的関係に価値判断 、

価値意識 を導入す るとい うことである。価値判 断は精神領域 に属す ることであるか ら
、単な る

経済諸量の数学 的関係 ではない。計量経 済学 を否定す るわけではないが、経済学の本来 の立場

は、人間 と自然 との有 り方を精神 文化の立場か ら合N的 に形成す ることであ る
。 この様 な合 目

的性を求めていかなけれぽ経済学 は改善で きない し、経済社会は良 くならない。経済文化を形

成 してい く時に、初 めて経済学が真の経 済学 にな り得 る。そ してその経 済文化形成の場 は家庭

以外にはない ことを強調 したい。 しか し今 日家庭は非常 に核家族化 している
。 これは社会形成

が文化へ の傾向か ら離れ る結果 を生 じてお り、問題 である。真の家族 の中には、 自己責任体制

と家族責任体 制 との調和が あるの であ って、 これが生か されてい く時、社会全体 としては 自己

責任 と社会責任 との調和が得 られ ることに なる。 マーシャルは、「経済学は人間 の学 であ る」

と言 ったが、経済学が人間の学 である為 には、経済文化 の実現を経済学 の目標 としなけれ ばな

らない。
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