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本書のゲラを校正し，「はしがき」を書いている今，日本を含む国際経済社
会は，新型コロナウイルスの感染拡大という暗雲に覆いつくされている．コロ
ナショックにより世界経済は，戦後最悪，1930年代の大不況（いわゆる Great

Depression）以来の危機に直面した．
米国における週間失職者の数は，1967年 1月から 2020年 3月まで半世紀
余の平均で 35万人，2008年秋のリーマン・ブラザーズ破綻後の世界金融危
機（いわゆる Great Recession）の時ですら 66万 5000人であった．ところがウ
イルス禍が拡大した 3月 23 28日には，660万人という驚くべき水準で史上
最悪を記録した．この結果，2020年 3月に 4.4％だった失業率は，4月には
14.7％に跳ね上がった．
日本経済の（実質）成長率も，すでに 2020年 1 3月期にマイナス 2.2％とな
っていたが，4 6月期には大幅に落ち込みが加速し，1973 74年の第 1次オイ
ルショック，2008 09年のリーマンショックを上回る戦後最悪の不況となるこ
とは確実である．
経済学という学問にとって不幸なことに，現代のマクロ経済学は，こうした
経済の現実の動きを説明し，有効な政策提言を行うことができない．なるほ
ど，コロナショックに直面し，日本でも米国でも EUでも，中国も含めて世
界中の政府が大規模な財政出動と金融緩和策を打ち出した．しかし，こうした
政策は，40年ほど前までマクロ経済学の主流であったケインズ経済学に基づ
く処方箋にほかならない．今日，世界の主要な大学で学界のリーダーが研究し
大学院レベルの教科書に書かれているマクロ経済学は，危機に直面する世界経
済に対してなんら有効な処方箋を提供できない．それどころか，「2％インフ
レ」という的外れな目標を達成するために，マネーストックを異常な水準まで
拡大するという誤った処方箋を書き続けているのである．
マクロ経済学は，過去 40年間に大きく変貌した．ケインズ経済学から新古
典派理論へというこの大転換において，最も大きな役割を果たしたキーワード
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は「マクロ経済学のミクロ的基礎づけ」である．しかし，家計や企業などミク
ロの経済主体の最適行動を詳細に調べ，それを相似拡大してマクロ経済の動き
を分析するこの方法論は，マクロ経済学を現実の経済とは関係のない知的遊戯
に陥れてしまった．1つの確立された学問分野が，半世紀という長きにわたり
これほど迷走したということは，思えば驚くべきことである．20世紀末から
米国の経済学界で続けられてきたマクロ経済学の営みは，知のエピステーメー
（認識の台座）として将来研究されるべきテーマであるに違いない．
マクロ経済学の柱は，ケインズの有効需要の理論である．第 3章で説明す

るように，ケインズ経済学のアキレス腱と言われてきた供給サイドは，統計物
理学の方法でミクロ的に基礎づけられる．物理学，化学，生物学などを専門と
する自然科学者にはごく素直に，ほとんど常識として受け入れてもらえるで
あろうことも，経済学者には抵抗が強いことが予想される．筆者が尊敬するロ
バート・ソロー教授は，第 3章の議論を “quite convincing”とし，本書の英
語版のカバーに “It captures analytically a good part of the intuition that

underlies the Keynesian economics of people like Tobin and me.”という推
薦文を寄せてくださった．筆者としては，若く有能な経済学者が，先入観を捨
て，第 3章の議論を検討してくださることを期待している．
ケインズ経済学のキーワードは「需要」だが，需要は短期だけではなく，長

期的にも経済成長の帰趨を決定する．そこに登場するのがシュンペーターであ
る．このことは第 5章で説明するが，ケインズもシュンペーターも，彼らの
考えたことは現代のマクロ経済学では生かされていない．本書の目的は，2人
の経済学をテコにマクロ経済学を再構築することである．
マクロ経済学のミクロ的基礎づけについて，経済学者が考えていることとは

まったく異なる統計物理学の方法を筆者に教えてくださったのは，故青木正直
教授である．青木先生は，経済学者が誰ひとり省みない中，孤高の道を歩まれ
たパイオニアだった．30年以上前に大阪大学社会経済研究所で数年間先生と
同僚となった縁で，長らく筆者が夢見るように考えていたことが現実のものと
なった．
その後は，経済物理学という新しい学問分野の開拓者である青山秀明，家富

洋，池田裕一，藤原義久，相馬亘，各教授ら物理学者の人たちと共同研究を行
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う機会を得て，彼らから多くのことを学ぶことができた．本書においても共同
研究の成果を使わせていただいた．そのほか第 5章では，中央大学の安藤浩
一教授との共同研究の結果も紹介させていただいた．
本書は過去 20年ほどの筆者の研究をまとめたものだが，この間さまざまな
組織のお世話になってきた．2017年 3月までは東京大学経済学部，同年 4月
からは立正大学経済学部を研究の拠点としながらも，そのほかに財務省財務総
合政策研究所，経済産業研究所，キヤノングローバル戦略研究所，日興リサー
チセンターなどが筆者の研究活動をサポートしてくださった．
またニューヨーク大学の佐藤隆三先生には様々な機会に励まして戴いた．友
人の井堀利宏教授の科学研究費にも長年お世話になった．第 3章のシミュレ
ーションは，当時東京大学大学院経済学研究科博士課程の学生だった荒田禎之
氏（現経済産業研究所）がやって下さった．
本書の完成については，研究室の宮川修子氏と岩波書店の髙橋弘氏のおふ
たりにお世話になった．本書には面倒な数式や図表が多いが，今回もおふたり
のおかげで完成することが出来た．以上に挙げた方々，組織に心から感謝した
い．

筆者が経済学を学び始めて 50年が経過した．本書は，私にとって研究生活
を締めくくる「卒業論文」のようなものだ．45年間，研究生活を支えてくれ
たのは妻節子である．感謝とともに本書を彼女に捧げることにしたい．

令和 2年 4月 12日
緊急事態宣言下の東京にて

吉川 洋
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序 章

戦争中の第一高等学校（一高）で教え戦後は論壇の「右派」として活躍，『ビ
ルマの竪琴』の著者としても知られた竹山道雄は，『昭和の精神史』（1956年）の
中で次のように書いている．

歴史を解釈するときに，まずある大前提となる原理をたてて，そこから
下へ下へと具体的現象の説明に及ぶ行き方は，あやまりである．歴史を，
ある先験的な原理の図式的な展開として，論理の操作によってひろげて
ゆくことはできない．このような「上からの演繹」は，かならずまちがっ
た結論へと導く．事実につきあたるとそれを歪めてしまう．事実をこの図
式に合致したのとして理解すべく，都合のいいもののみをとりあげて都合
のわるいものは棄てる．そして，「かくあるはずである．故に，かくある．
もしそうでない事実があるなら，それは非科学的であるから，事実の方が
まちがっている」という．
「上からの演繹」は，歴史をその根本の発生因と想定されたものにした
がって体制化すべく，さまざまの論理を縦横に駆使する．そして，かく
して成立した歴史像をその論理の権威の故に正しい，とする．しかし，そ
こに用いられている論理は，多くの場合にははなはだ杜撰なものである
（竹山 1956／2011，145頁）．

竹山がここで「上からの演繹」とよび批判しているのは，マルクス主義の
「唯物史観」である．しかし私は，この文章にある「歴史」を「経済」に置き
かえれば，現代の「ミクロ的に基礎づけられた（micro-founded）マクロ経済学」
に対してもまったく同じ批判があてはまる，と考えている．もちろんそれには
説明がいる．長い説明がいる．これを説明するのが本書の目的である．
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「マクロ経済学」という言葉は今日当たり前のように使われているが，ミク
ロの経済現象と違い，マクロの現象の全体像を直接肉眼で見た人は，実は 1

人もいない．景気循環にしても経済成長にしても，われわれはその微小部分
を個人的に体験しながら，全体像 これこそが「マクロ」の現象であるわけ
だが については統計を通して知るしかない．しかし統計を通してみるマク
ロの現象を徒手空拳で「理解」することはできない．われわれは何らかの「理
論」により頭の中でさまざまな統計を整理しなければ現実の経済の動きを「理
解」することはできない．地図が無ければ登山をしても道に迷ってしまうよう
なものだ．地図であるからには，縮尺がなければならず，地図には小さな道の
曲がりくねりは描かれていないし，そこに咲いている美しい花も書かれていな
いことは当然だ．にもかかわらず地図は私たちに正しい方向を教えてくれる．
抽象的ではあっても頼りになる地図としての理論，マクロ経済学における理論
の必要性を，私は 40年近く大学で毎年このように学生に説明してきた．
しかし「理論」を使う，ということは，つまるところ「上からの演繹」であ

る．上からの演繹はいけない，といいながら，他方で上からの演繹が必要であ
る，というのは矛盾ではないか．まさにそのとおりで，ここに難しさがある．
要するに「悪い理論」で強引に現実を解釈してはいけない，「よい理論」を使
う必要がある．そういうことなのだが，そうであれば，「よい理論」とは何か
ということが次の問題になる．

19世紀から 1930年代にかけて，今日われわれが「マクロ経済学」とよぶ学
問が確立していく過程で最大の課題となったのは景気循環，とりわけ深刻な
不況，失業をいかに説明するか，ということだった．この間に，いかに多く
の学説が生まれたかは，たとえばハーバラーによる浩瀚なサーベイ（Haberler

1964）をみれば十分だ．そうした中で最終的に「正解」を得たのが，1936年に
刊行されたケインズ（John Maynard Keynes, 1883 1946）の『雇用・利子および
貨幣の一般理論（以下，一般理論）』（Keynes 1936）だったのである．それからもう
1人，ケインズとはまったく異なる角度から資本主義経済の本質に光を当てた
のがシュンペーター（Joseph Alois Schumpeter, 1883 1950）である．
今日的な意味での「マクロ経済学」は，誰よりもまずケインズによってつ

くられた．『一般理論』において最大の標的となり手厳しく批判されたピグー
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（Arthur Cecil Pigou, 1877 1959）は，ケインズの死後，次のように書いた．

かつて『一般理論』の書評を書いたときには，私はこの本の意義を理解
できず，ケインズの功績を十分に評価しなかった．しかし私の考えでは，
実物的／貨幣的両面にわたって現実の経済における重要な要素をすべて取
り入れ，こうした変数の関係を整合的に研究できるような 1つのまとま
った体系をつくり上げたのは，ケインズ以前には誰もいなかったのである
（Pigou 1950, p.65）．

ロバート・ソロー（Robert Merton Solow, 1924 ）がいうとおり，ここでピグー
が「1つのまとまった体系」と呼んだもの，それこそが「マクロ経済学」にほ
かならない（Solow 1986）．
ケインズによれば，不況すなわちGDPの落ちこみは総需要の低下によって
起きる．逆に好況は需要の盛り上がりによって生じる．私がこの「有効需要の
原理」を「正解」とよぶ理由は，どこの国でも，いつの時代も，この「原理」
が成り立たなかったことは一度として無いからである．だからこそ，今日でも
GDPの四半期ごとの速報値が公表されるときには，内閣府は需要項目別の成
長率寄与度を明らかにし，新聞もまたそれを重要な情報として伝えるのであ
る．
総需要がなぜアップダウンするのか，その理由は国により，時代により千差
万別である．輸出の増減，技術革新による投資ブーム，金融危機による投資の
落ちこみ，政府の支出増大等々有効需要が変動する理由はさまざまだが，とに
かく需要の変動が景気循環を説明する．このことに例外はない．戦後ケインズ
経済学がマクロ経済学の基本的なフレームワークとして広く受け入れられた
理由も，ここにあるといえるだろう．大多数の経済学者は，目の前で起きてい
る景気のアップダウンは需要の変動に起因することを素直に受け入れたのであ
る．
これに対して 1960年代末から始まったマクロ経済学の変容，すなわち「ケイ
ンズ反革命」は，経済学という学問の世界の中でのある意味でペダンティック
（衒学的），分かりやすくいえば「頭でっかち」な論争から始まった．具体的に
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は，ケインズ経済学が，新古典派理論の立場から見たときに，しっかりとした
「ミクロ的基礎づけを持たない」という批判である．第 1章でみるとおり，ケ
インズ経済学を批判的に検討する際の尺度はワルラス（Marie Esprit Léon Wal-

ras, 1834 1910）による一般均衡理論だった．これは経済学にとって不幸なこと
だったといわざるをえない．
過去 50年間のマクロ経済学の変遷を振り返ると，それはイデオロギー論争

としての側面も持っていた．政府の政策的介入を積極的に求めるケインズ経
済学に対して，それを嫌う新古典派経済学（正確さを欠くが「市場原理主義」とも
いわれる）の逆襲である．中心的な役割を担ったのは，米国のシカゴ大学を中
心とする「シカゴ学派」，すなわちミルトン・フリードマン（Milton Friedman,

1912 2006），ロバート・ルーカス，トーマス・サージェント，エドワード・プ
レスコットといった人たちである．
残念ながら過去 50年間，マクロ経済学は，複雑な数式に囲まれた見た目上

のソフィスティケーションとは裏腹に，1国経済の動きを説明するという本来
の役割をまったく果たせなくなってしまった．このことを誰の目にも明らか
にしたのは，2008年 9月，米国の証券会社リーマン・ブラザーズの破綻を機
に生じた「世界同時不況」（Great Recession）である．危機に直面した各国政府
はケインズ的な財政政策に訴え，それが 1930年代に起きたような「大不況」
（Great Depression）に世界が陥ることを未然に防いだ．それは現実の経済にと
ってよかったが，問題は，こうした政策が過去 50年間のマクロ経済学とはま
ったく接点をもたないものだったことである．
マクロ経済学の「混迷」を救うには何が必要か．第一は，「混迷」がいかな

る意味での混迷なのかを明らかにすることである．混迷脱出と言っても，家
計や企業などミクロの経済主体の「最適化」と，価格の調整を通した需給均衡
という基本的な枠組，すなわちワルラスが構想したフレームワーク以外には
何も無いではないか．そう考えている経済学者が多い．しかし 100年以上前，
19世紀末から物理学の分野では「マクロ」の現象を分析する強力な方法であ
る「統計物理学」が誕生し，化学や生物学も含めて自然科学においてはこの方
法論が大きな成果を生み出してきた．本書で詳しく説明するとおり，自然現象
と経済は違う，といった単純な考えは誤解である．
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序 章 5

マクロ経済学は，統計物理学に学ばなければならない．その上で，2人の天
才経済学者，ケインズとシュンペーターの遺産を生かすことだ．ケインズの
「有効需要の原理」はマクロ経済学の主柱だが，その「ミクロ的な基礎づけ」
は，統計物理学の方法によって与えられる．さらにそれはシュンペーターの理
論で補完されなければならない．ともすれば水と油のように考えられているケ
インズとシュンペーターを結ぶリンクは，「需要の飽和」と「需要創出型のイ
ノベーション」である．ケインズとシュンペーターの遺産を生かす，と言えば
簡単に納得されるかもしれない．しかし，2人の経済学者の仕事を基に新古典
派経済学を批判的に検討するためには，需要と供給という自明と思われている
概念すら疑うところから始めなければならない．
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第 1章
標準的な「ミクロ的基礎づけ」は
なぜ間違っているのか

本書の主題「マクロ経済学」という言葉が用いられるようになったのは第 2

次世界大戦後のことである．戦後長く世界的なベストセラーだったサミュエル
ソン（Paul Anthony Samuelson, 1915 2009）の教科書『経済学』（初版 1948年）でも
「所得分析」（income analysis）という言葉が使われていた．このように当初「所
得分析」ともよばれたマクロ経済学は，ケインズの有効需要の原理に基づき 1

国全体の所得がどのような水準に決まるのか，「不完全雇用」の下で完全雇用
を達成するためにはどのような財政・金融政策がとられるべきか，を論ずるこ
とを目的としていた．マクロ経済学は，「長期」の経済成長を分析する「経済
成長論」を別にすれば，ケインズ経済学と同義だった．
こうして 1960年代の終わり頃まで戦後 20年間，経済学は「価格理論」と
もよばれたミクロ経済学とマクロ経済学（ケインズ経済学）の 2本立てとする考
え方が，大半の経済学者によって受け入れられていた．サミュエルソンのいわ
ゆる「新古典派総合」（neoclassical synthesis）は，両者の関係を「完全雇用」状
態を分析する新古典派理論と，「不完全雇用」状態を分析するケインズ経済学
という二分法で処理した．資本主義経済は時に深刻な不況に陥り失業率が上
昇するという問題が生じるから，その場合にはケインズ経済学が教えるよう
に，財政・金融政策を用いてできるだけ速やかに完全雇用を実現する必要があ
る．完全雇用が達成されたら資源の効率的配分も重要だから，そこでは新古典
派の均衡理論を用いればよい．これが「新古典派総合」の考えであった．経済
学は，新古典派のミクロ経済学と，ケインズ経済学のマクロ経済学，「二刀流」
というのがサミュエルソンの主張で，これが学界に広く受け入れられていた．
世界中，経済学の教科書もこうした考え方に基づいて書かれていたのである．
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しかし 1960年代中頃になると次第に「新古典派総合」的なミクロ／マクロ
経済学の理解に対して疑問が呈せられるようになった．ほかならぬサミュエル
ソンの論文集に対する書評の中で，アロー（Kenneth Joseph Arrow, 1921 2017）

は，「新古典派総合」は厳密さを欠いた単なる常識論にすぎない，と批判した．

W (g)をワルラス体系とし，K(g)を「真」のシステムとしよう．ここ
で gは財政／金融政策など政府の政策を表わす．サミュエルソン ケイ
ンズは，K(g)において完全雇用が成立するのは，gが特別の値をとった
ときのみであると主張する．これに対してW (g)では，gがどのような値
でも完全雇用が成立する．K(g)において完全雇用が成立するときの gの
値を g∗ としよう．W (g∗)で成り立つ命題は，すべてK(g∗)でも成り立
つだろうか．2つのシステムが gの変化に対して同じように反応すると
いうことはありえない．なぜなら，この場合，W (g∗)では完全雇用が維
持されるが，K(g∗)では完全雇用は成り立たなくなってしまうからであ
る．もっとも，技術の変化や輸出の増大などで政府の政策 g以外のパラ
メターが変化したとき経済がどのように反応するかは，K(g∗)において
もW (g∗)においても定量的，あるいは少なくとも定性的に同じになる，
と考える人もいるかもしれない．しかし，先験的にこのことを信じるわけ
にはいかない．……
たとえば，K モデルにおいて，価格の硬直性があれば，適当な政府の
財政政策によって完全雇用を達成することができるかもしれない．しか
し，こうして達成された完全雇用の下で，技術が変化したときに経済がど
のように反応するかは，新古典派モデルのそれとは異なる．完全雇用が長
く続くことによって価格の伸縮性が回復される場合にのみ，新古典派的な
結果が長期的に得られるのである（Arrow 1967, p.735）．

ケインズ経済学と新古典派理論との関係を，われわれはどのように理解
すればよいのか．もちろんこの問題は，アローの議論に始まったわけではな
い．『一般理論』刊行（1936年 2月）直後から活発に議論されてきた．たとえば
Quarterly Journal of Economics誌は，早くも 1936年 11月号で『一般理論』
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の特集を組み，ジェイコブ・ヴァイナー，デニス・ロバートソン（Dennis

Holme Robertson, 1890 1963），フランク・タウシッグ，ワシリー・レオンティ
エフ（Wassily Leontief, 1906 99）が批判的な論稿を寄せた（Leontief 1936;

Robertson 1936）．これに応える形で同誌 1937年 2月号には，ケインズ自身が
“The General Theory of Employment”というタイトルで『一般理論』の要
約をしている（Keynes 1937）．ジョン・ヒックス（John Richard Hicks, 1904 89）

の貢献は『一般理論』刊行直後の研究を代表するものであり，そこから今日な
お学部レベルのマクロ経済学の「定番」となっている IS/LMモデルが生まれ
た（Hicks 1936, 37）．ヒックスとのやりとりも含めて，ケインズ自身のリアクシ
ョンは全集の第 14巻にまとめられている．
その後フランコ・モディリアーニにより，新古典派理論とケインズ経済学
を，それぞれ名目賃金／物価が伸縮的に変化する経済，硬直的である経済を
分析する経済学として整理するモデルが提出された（Modigliani 1944）．すなわ
ち，価格／賃金が（下方にも）伸縮的に変化すれば新古典派的な「完全雇用」均
衡が実現するが，何らかの理由で価格が非伸縮的（硬直的）であれば，ケインズ
的な「不完全雇用」が生まれる．先に引用したケインズ経済学に関するアロー
の議論も，こうした理解に基くものである．それは今日でも広く受け入れら
れている教科書レベルの標準的な理解だ．1980年代「ニュー・ケインジアン
経済学」（New Keynesian Economics）（Mankiw and Romer 1991）の名の下に，ケ
インズ経済学を基礎づけるべく行われた研究も，賃金／物価の硬直性を「合
理的」に説明することを課題としていた．近年「ケインズ的」モデルとして理
解されている動学的確率的一般均衡（Dynamic Stochastic General Equilibrium:

DSGE）モデルも，それが「ケインズ的」とよばれる理由は，価格の非伸縮性
を仮定しているからである．
さて，ケインズ経済学がマクロ経済学として広く受け入れられていた 1960

年代には，先に引用したアローの指摘などもあり，新たなリサーチ・プログラ
ムが生まれた．ケインズ経済学は，家計や企業などミクロの経済主体の行動に
関していかなる仮定を設けているのか，この点を明らかにするいわゆる「ミク
ロ的基礎づけ」（micro-foundation）の問題である．
ケインズの消費関数では，消費は家計の所得の関数とされる．これは常識
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的にはもっともなこととして納得できるかもしれないが，実は「所得」は，
実質賃金や利子率など「価格」ではなく，賃金と労働供給量の積，すなわち
「価格」と「数量」の積である．新古典派の理論によれば，家計は賃金／価
格を所与として消費と労働供給を同時に決める．「所得」の関数である「消
費関数」のミクロ的基礎づけを，Clower（1965）は改めてこうした問題意識に
立ち考察した．この時期の成果としては，『一般理論』を「未完の動学」とし
て解釈した Leiyonhufvud（1968）や，「ミクロ的基礎づけ」に関して「数量制
約」を考える Benassy（1975），Malinvaud（1977），Negishi（1979）などがある．
根岸隆の研究については，第 3章で詳しく紹介する．
以上に挙げたマクロ経済学のミクロ的基礎づけはいずれも「ケインズ経済

学」をミクロ的に基礎づけようという試みだったが，「ミクロ的基礎づけ」の
リサーチ・プログラムはほどなくして大きな方向転換のときを迎え，「ケイン
ズ反革命」の嵐をマクロ経済学にもたらすことになる．
出発点となったのは Friedman（1968）によるフィリップス曲線に対する批

判，すなわち「短期的」には物価／賃金の変化と失業率の間に負の相関がみら
れるとしても，「期待」が実現する「長期」にはそうした相関はなくなる，つ
まり右下がりフィリップス曲線は存在しない，という議論だった1）．フェルプ
スによって編纂された論文集（Phelps 1970）は，フィリップス曲線のミクロ的基
礎づけを通して，その後のマクロ経済学の流れに決定的な影響を与えた．その
後 Lucas（1972, 73）による「合理的期待革命」，Kydland and Prescott（1982）

による「実物的景気循環理論」（real business cycle theory: RBC）とつづき，マ
クロ経済学は文字どおり一変したのである．筆者自身の考えは吉川（2000），
Yoshikawa（2010）に書いたので，ここではその詳細に立ち入らない．学界の動
向を代表するものとして Lucas（1987）による「勝利宣言」を引用すれば十分で
あろう．

マクロ経済学における最も興味ぶかい最近の発展は，インフレーショ
ン，景気循環などマクロの問題を，ミクロ経済理論の一般的な枠組のなか

1） 2018 年には，アメリカ経済学会の雑誌 Journal of Economic Perspectives がフリー
ドマンの会長講演 50 年を記念した特集を組んでいる（Hall and Sargent 2018）．
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