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Ⅰ はじめに

本稿は，拙稿［2013b］の続編として，論文

「古典的定常状態」などピグーのピグー効果の

議論の展開を論じるほか，ハーバラーとシトフ

スキーの議論も扱う。

⑴パティンキン［1987］は，ピグー［1943］

は〈Haberler［1941］p. 242, 389, and 403 およ

び Scitovsky［1941］pp. 71-2 に先行されてい

る〉（Patinkin［1987］p. 99）と述べているが，

Haberler［1941］389，403 ページは 1937 年の初

版
1)
285-86，298-99 ページとほぼ同一

2)
であ

る。すなわち，Haberler［1937］はピグーおよ

びシトフスキーに先行しているのである。ハー

バラーの実質残高効果の議論を扱わないわけに

はいかない。

⑵ Patinkin［1982］はピグー効果に関するケ

インズとカレツキの往復書簡を紹介したが，そ

の書簡でケインズは調整過程中の実質利子率の

動きについてカレツキに尋ねている。シトフス

キーの議論を紹介するのは，Scitovsky［1941］

だけが調整過程中の実質利子率の動きを述べて

いるからである。

第Ⅱ節でハーバラー『好況と不況の理論』

（1937 年）の実質残高効果の議論，第Ⅲ節でピ

グー「古典的定常状態」（1943 年），第Ⅳ節でカ

レツキのピグー批判（1944 年）およびケインズ

とカレツキの往復書簡，第Ⅴ節で調整過程中の

実質利子率の動きおよびシトフスキーの実質残

高効果の議論（1941 年）を検討する。第Ⅵ節に

おいて，ピグー『完全雇用からの乖離』（1945

年）の議論が論文「古典的定常状態」における

議論と矛盾していることを指摘する。最後に，

結びに代えて，ピグー「安定的な環境の下での

経済進歩」（1947 年）から２つのトピックスを

紹介する。

Ⅱ ハーバラー『好況と不況の理論』（1937

年）

１ MVの下限と実質残高効果

ハーバラーは総需要 MV（ここに Mは貨幣

量，Vは貨幣の流通速度である）の変化に注目

する
3)
。その理由は，「MV不変を想定する均衡

分析では説明できない」多くの事態がMVの変

化を考慮することによって解明できるからであ

る（Haberler［1937］pp. 203-4，［1958］p. 303，

273 ページ
4)
）。

ハーバラーは「貨幣の破壊 destruction of

money」に言及している。「MV――財に対する

貨幣的総需要――の持続的収縮は，持続的な貨

幣の破壊かまたは持続的な貨幣保蔵の蓄積を伴

わざるをえない」（Haberler［1937］p. 284，

［1958］p. 388，352 ページ，下線は引用者によ

る）。貨幣の破壊とは，債務返済による預金貨

幣の消滅を指す
5)
。預金貨幣の消滅について，

たとえばアーヴィング・フィッシャーは次のよ

うに述べている。「個人間の債務は流通通貨量

に影響することなく支払うことができる。なぜ

なら，１個人が支払う通貨がなんであれ，法貨

であれ小切手によって移転される預金通貨であ

れ，もう１人の個人が受け取るので，依然とし
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て存在し続ける。しかし，商業銀行に対する債

務が小切手によって預金残高から支払われると

き，その額の預金通貨はたんに消滅する」

（Fisher［1932］p. 15，下線はイタリック）。

「貨幣の破壊が終了した後では
6)
――どのよう

な貨幣制度の下でも貨幣の破壊は遅かれ早かれ

終了せざるを得ないのであるが――収縮の継続

は種々の形態での保蔵貨幣の蓄積の増大を必ず

伴う」（Haberler［1937］p. 285，［1958］p. 388，

353 ページ，下線は引用者による）。

以下，保蔵貨幣の実質価値増大，保蔵の停止，

誘発される支出の増大および MVの下限の存

在が指摘されている箇所を引用しよう。

［保蔵貨幣の実質価値増大］：「貨幣で測られ

るとき，保蔵貨幣は流通貨幣を犠牲にして増大

する。実質購買力で測られるときには，物価低

下によって，よりいっそう増大する。こうした

保蔵貨幣は実質所得に比べても実質富に比べて

も増大する」（Haberler［1937］p. 285，［1958］

p. 388，353 ページ）。

［保蔵の停止］：「注意すべきことは，人々が保

蔵を追加している限り――いいかえると，流動

性を獲得する闘いが続いている限り，投資資金

の利子率は，生産者の投資目的のための資金需

要が低迷しているにもかかわらず比較的高いま

まにある，ということである。不利な環境の下

では，そのような状況が長期間続くかもしれな

いが，その場合は，その間も貨幣保蔵の量が増

大することを意味するから，経済行動に関する

一般的知識に照らして，こうした保蔵には限界

が存在する，と想定してもおそらく正当化でき

るであろう。すなわち，流動資産の富に対する

比率がある高さに到達したならば，流動性に対

する必要がついに満たされ，人々は保蔵を追加

することを止めるであろう」（Haberler［1937］

pp. 285-86，［1958］p. 389，353 ページ，下線は

引用者による）。

［誘発される支出の増大］：「実物投資のため

の信用需要が依然として存在するために利子率

が高いままにある場合，利子率が既に低い水準

まで低下している場合よりも速やかに貨幣保蔵

者は資金を資本市場に投下する気に誘われる」

（Haberler［1937］p. 286，［1958］p. 389，353

ページ）。しかし，利子率が低い場合でも，次の

いずれかまたは両方が生じる。「より多くの貨

幣が資本市場に貸出される結果，利子率が押し

下げられ（おそらく短期利子率から始まり，後

に長期利子率の低下となって）投資が回復する。

あるいは，生産者の資金需要が絶対的に非弾力

的である場合，人々は貯蓄をしようという気持

ちが低下して――ケインズ氏の用語では消費性

向が増大して――消費者財に対する需要低下が

止むか，増大しさえする。人々は受け取る貨幣

を保蔵する代わりに，消費に支出するか，また

は資本市場を通じて貸付する
7)
」（Haberler

［1937］p. 286，［1958］p. 389，353-54 ページ，

下線は引用者による）。

［MVの下限の存在］：「きわめて一般的な根

拠に基づいて，なにか特別の拡張への刺激が存

在しなくともMVの低下には限界がある，と十

分いえる」（Haberler［1937］p. 286，［1958］p.

390，354 ページ）。

２ 賃金引き下げは収縮過程を終了させるか？

ハーバラーは，確信の回復，投資の回復，更

新需要，賃金の下落を順次検討していく。本稿

では，ピグーおよびシトフスキーの実質残高効

果との関連で，〈貨幣賃金の低下は収縮を終わ

らせる傾向を持つ要因とみなせるか？〉という

ことのみ検討する
8)
。

［賃金引き下げの影響］

他産業への影響について捨象する場合，貨幣

賃金引き下げの作用には，以下の⒜⒝を両極

とする幅広い可能性がある。

⒜ 価格引き下げが可能となるため，産業は

需要が大きく増大することを期待して生産を大

きく増加させ雇用拡大が賃金低下を上回るとい
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う場合がある。そのときには，賃金支払総額は

前より大きくなる（Haberler［1937］p. 293，

［1958］p. 397，359 ページ）。

⒝ 産出量と雇用がまったく増大せず，賃金

引き下げによって節約した額が，銀行貸付を返

済したり，または新規に借入しないことによっ

て，流通から引き揚げられる可能性がある

（Haberler［1937］p. 294，［1958］pp. 397-98，

359 ページ）。

他産業への作用とその反作用を考慮すると，

次のような可能性もある。

⒞ 産業 Aが増加した粗利潤の一部を保蔵

する場合，A以外の産業の生産物に対する需要

が低下し，他の産業の雇用が低下する。その影

響によって産業 Aの生産物に対する需要が低

下して，産業 Aの雇用増加を部分的に帳消し

にする，あるいは完全に相殺してしまう可能性

がある（Haberler［1937］p. 297，［1958］p. 401，

362 ページ）。

⒟ 賃金引き下げがなかった場合には，より

多くの貨幣を賃金などに支出することを計画

し，それをファイナンスするために銀行から借

りるか，銀行への返済を差し控えるか，貨幣準

備の積立を差し控えるか，遊休資金を取り崩す

か計画していた可能性がある（Haberler［1937］

pp. 297-98，［1958］p. 402，362 ページ）。

賃金引き下げが多数の産業で同時あるいは短

時間で生じる場合，最終結果を述べることはよ

り困難である。各産業への最初の影響が MV

を不変にしておく場合，賃金引き下げの結果，

ある産業で生じる保蔵が他の産業で生じる保蔵

貨幣取り崩しによってちょうど相殺されるなら

ば，純効果は総雇用の増大である（Haberler

［1937］p. 298，［1958］p. 402，362 ページ）。も

しある産業で生じる保蔵貨幣の取り崩しが他の

産業での保蔵よりも大きいならば，総雇用の増

大はさらに大きい。しかし，必ずそうなるわけ

ではない。「あれこれ考えると，保蔵をしよう

とする傾向が保蔵を取り崩そうとする傾向より

も強いことがありうる。たしかに，一定額の純

保蔵――MVの低下で示される――は，雇用と

産出の増大と両立しうる。しかし，ある点を超

えて保蔵が進行すると，貨幣賃金引き下げの拡

張刺激効果が妨げられ，賃金低下は需要低下お

よび価格低下を伴う。雇用と産出は増加せず，

賃金低下がなかった場合よりも低下しさえする

可能性がある」（Haberler［1937］p. 298，［1958］

pp. 402-403，363 ページ）。

［実質残高効果］

しかしながら，「貨幣賃金引き下げが収縮を

強める直接的効果を持つというような，この不

利なそしておそらくありそうにない場合におい

ても，賃金・物価引き下げ政策は，十分長い期

間実行されるのであれば，外部からの特別な拡

張的刺激を少しも必要とすることなく，回復（新

たな拡張）が遅かれ早かれ生じてくる可能性が

あるような状態を十分に生み出すであろう」

（Haberler［1937］p. 298，［1958］p. 403，363

ページ）。すなわち，実質残高効果である。

「貨幣の保蔵は，貨幣タームでも――物価が

低下するから――購買力タームではより一層増

大する。もし賃金が引き下げられて，賃金低下

がない場合よりも物価がさらに一層低下するな

らば，この過程が加速されることは明らかであ

る」（Haberler［1937］p. 299，［1958］p. 403，

363 ページ）。

「物価低下と同率で既存の保蔵貨幣の実質価

値は上昇する。遅かれ早かれ最も用心深い個人

でさえも，保蔵を止めて保蔵を取り崩す抗しが

たい衝動にかられる点が来るであろう
9)
」

（Haberler［1937］p. 299，［1958］p. 403，363

ページ）。

［賃金引き下げに関する結論］

「一般的失業という条件の下で貨幣賃金の持

続的低下は収縮過程を終わらせる要因とみなせ

るか」という問題に対するハーバラーの結論は，
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「議論を論理的に突き詰めれば肯定しなければ

ならない」（Haberler［1937］p. 299，［1958］p.

404，364 ページ）

というものである。

しかし，ハーバラーは次のように続ける。「こ

のことは収縮過程が，常にあるいは一歩譲って

大多数の場合においてさえ，その『自然的』終

点まで進み続ける必要があることを意味しない

ということをもう一度強調しなければならな

い。通常は本節と前節で分析した拡張的刺激の

いずれかが介在する」（Haberler［1937］pp.

299-300，［1958］p. 404，364 ページ）。

［政策的含意］

政策的含意については，賃金硬直性について

の言及⒠とポリシー・ミックスの提案⒡が興

味を引く。

⒠ 「賃金切り下げがないとしてさえ，MV

の収縮が継続すると信ずべき理由があるならば

――収縮過程の章でみたように，MVの収縮は

循環的不況にいつも付随する現象である

――MVの収縮は，賃金が下落できないのであ

れば，確かに失業を増加させ，収縮を長引かせ

る」（Haberler［1937］p. 300，［1958］p. 405，

365 ページ）。

⒡ 対外的経済状況を考慮する必要がなく自

由に貨幣政策を決定できる場合，賃金切り下げ

が有するデフレ的影響の可能性を除去しつつ，

拡張的影響を妨げないようにすることは比較的

容易である。「賃金切り下げ政策を，インフレ

的方法でファイナンスする公共事業のような拡

張的政策と結合するだけでよい」（Haberler

［1937］pp. 300-301，［1958］p. 405，365 ペー

ジ）。

Ⅲ ピグー「古典的定常状態」（1943 年）

ピグーの 1943 年論文「古典的定常状態」は，

ハンセン『財政政策と景気循環』（Hansen

［1941］）の〈古典派に関する誤解〉に対する反

論である。ピグーはハンセンの次の主張を問題

にした。

「古典派は，技術進歩がないならば，価格シス

テム（利子率を含む）は累進的に経済を純投資

がゼロとなるところまで至らしめる，と主張し

た点ではまったく正しい。しかし，価格システ

ムは，完全雇用を与える投資状況と両立する消

費性向をもまた確保できる，と考えた点で誤っ

ている」（Hansen［1941］p. 288，314 ページ）。

ピグーは，労働の完全同質性と完全移動可能

性が想定される抽象レベルにおいて労働者の間

の徹底的競争が前提されていることを問題にす

る。なぜなら，「古典派経済学を作った人たち

は，労働者の間の徹底的競争が存在する限り，

完全雇用に向かう傾向が存在するに違いないこ

と，そして変化と摩擦を除くならば実際に完全

雇用が存在するに違いないことを決して疑わな

かった」（Pigou［1945］p. 20）からであり，変

化や摩擦，労働者間の共謀などが存在すれば，

定常状態が完全雇用ではない可能性を否定しな

いからである
10)
。

１ 古典派とハンセンの主張の相違

ピグーによれば，古典派の主張とハンセンの

主張とでは本質的相違がある。すなわち，「古

典派の本質的主張」とは，「あらゆる状況で完全

雇用定常状態の成立は可能である。適切な賃金

政策が採用されるという条件の下で完全雇用定

常状態が実現する」（Pigou［1943］pp. 343-44，

下線はイタリック）というものであるのに対し

て，ハンセンの主張は，「ある状況で完全雇用定

常状態は不可能であり，いかなる賃金政策を採

用しても実現できない」（Pigou［1943］p. 344，

下線はイタリック）というものである。そして

ピグーは，ある状況で完全雇用定常状態は不可

能であるということは，完全雇用以下の定常状

態が可能であり実現される，ということを意味

しないと論じる。
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２ 長期フロー均衡モデル

ピグーの分析は，『雇用と均衡』の長期フロー

均衡（定常状態）モデルに基づいている。

長期フロー均衡モデル

f pr� K�/0 pS1�

f pr� x� K�/0 pS2�

x/Q pS3�

w
F px�

F' px�
/g pr� pS4�

未知数：r，K，x，w

ここに，rは利子率，Kは資本ストック，xは

消費財産業の雇用量，Qは完全雇用量，wは貨

幣賃金率である。関数 fは投資関数，関数 fは

貯蓄関数，pS1�式および pS2�式は定常状態の条

件で，それぞれ純投資ゼロおよび純貯蓄ゼロと

いう条件である。関数 Fは消費財産業の生産

関数，pS4�式は，予想売上金額と現実売上金額

の均等を意味する消費財の均衡条件である（詳

細は拙稿［2013a］参照）。予想価格（均衡にお

いて現実価格に等しい）は w/F�であるから，

pS4�式左辺は消費財の（予想）総価値である。

pS4�式右辺は貨幣所得（国民所得）であり，関

数 gは次のようにして導かれる。

MD
/MS p1�

MD
/[1/V pr�]Y p2�

MS
/M p3�

ここに，p1�式は貨幣の需給一致条件，p2�式

は貨幣需要，p3�式は貨幣供給である。p2�式の

V pr�は所得速度関数で，利子率の増加関数であ

ると想定される。Vの逆数がマーシャルの kで

ある。「利子率がより高いとき，人々は貨幣残

高をより早く回転させようとする。あるいは同

じことになるが，人々が貨幣形態で保有しよう

とする実質平均残高はより小さい」（Pigou

［1937］p. 409）。p3�式右辺は定数，すなわち，

貨幣供給は一定Mとする。

p1�式に p2�p3�式を代入すれば，

Y/MV pr�，V'>0 p4�

を得る。すなわち，g pr�/MV pr�である。

pS3�式より，xは確定しており，また，未知

数 wは pS4�式にしか現れないから，pS1� pS2�

式で未知数 r，Kが決まると，最後に pS4�式か

ら wが決まるという関係にある。pS1�~pS3�式

の解は，p1�Kが小で rが大という解と p2�Kが

大で rが小という解という２つの解が存在する

可能性があるが，安定な均衡は Kが大で rが小

pr=0�という解である。この Kの値を K0とす

る（詳細は拙稿［2013b］）。

３ 完全雇用条件と正値条件

論文「古典的定常状態」では，

f pr� K�/0 pC1�

f pr� x� K�/0 pC2�

x/X pC3�

という体系を考える。ここでは，xは雇用量で

はなく実質所得
11)
，したがって Xは完全雇用量

ではなく，それに対応する実質所得である。未

知数は実質所得 x，資本ストック K，利子率 r

の３つである。

ここで，さらに不等式

r>0 pC4�

を追加した体系を考えると過剰決定となる可能

性がある。定常状態の条件すなわちゼロ投資条

件 pC1�とゼロ貯蓄条件 pC2�は古典派もハンセ

ンも認めるから，完全雇用条件 pC3�と正値条

件 pC4�の両立可能性が問題となる。

ハンセンは〈ある状況において完全雇用条件

pC3�は条件 pC4�と両立しないから，完全雇用

という古典派の解は正しいはずがない〉と主張

したと要約して，ピグーは次のように反論する。

古典派の人々は，正値条件 pC4�は条件 pC3�

と両立しないから，定常状態自体が存在せず，

完全雇用以下の定常状態というハンセンの解も

正しいはずがないと言い返すことができるので

あり，条件 pC3�を否定できないのであれば，論

理的帰結は，ハンセンは否定した部分（完全雇

用定常状態は不可能である）について正しく，
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肯定した部分（不完全雇用定常状態は実現可能

である）について誤っている，ということにな

る（Pigou［1943］p. 347）。

４ 条件 pC3�を否定できないというピグーの

議論

ピグーは条件 pC3�を否定できるかを問う。

条件 pC3�は「労働者が要求する実質賃金率を

労働者が好きなだけ引き下げることが可能であ

り，十分に引き下げることにより，労働者が望

む数の雇用を確保できるという命題から導かれ

ている」（Pigou［1943］p. 347）。

賃金が実物で契約される経済では，労働者が

実質賃金率を好きなだけ引き下げることが可能

である（Pigou［1943］p. 347）。すなわち，条件

pC3�を否定できない。

賃金契約が貨幣でなされる経済において，貨

幣賃金引き下げは自動的に同率の物価低下を引

き起こすから，労働者は実質賃金率をコント

ロールできないと主張されることがあるが，事

実は，利子率がほぼゼロに近づいた不完全雇用

状態において，労働者は貨幣賃金率を引き下げ

ることによって実質賃金率切り下げを実現でき

る。ピグーは次のように論じる。

貨幣所得 Yは利子率 rの増加関数である。

したがって，「利子率が低下しない限り，貨幣所

得は低下できない。しかしながら，われわれの

想定する完全雇用以下の定常状態では，貨幣利

子率は既に下限にあるので，それ以上低下でき

ない。それゆえ，賃金労働者がより低い貨幣賃

金率を受け入れても，貨幣所得の低下を引き起

こすことができない。したがって，所与の雇用

の下で物価低下を引き起こすことができない。

かくして，労働者は貨幣賃金率引き下げによっ

て実質賃金率引き下げを実現できるのであり，

それゆえ，どんな不完全雇用定常状態の雇用量

についてもそれ以上に雇用を拡大することがで

きるのである」（Pigou［1943］pp. 348-349，下

線はイタリック）。

論理的帰結は，古典派の完全雇用定常状態が

不可能な状況では，ハンセンが主張する不完全

雇用定常状態も不可能である，「いいかえると，

いかなる長期均衡ポジションも実現できない」

（Pigou［1943］p. 349），ということである。

５ ケインズ的地獄とピグー効果

この難局を回避するには，難局が生じる状況

自体が起こり得ないことを示すことである。

［設定］

「なんらかの投資が生じている完全雇用状態

から出発すると想定しよう」（Pigou［1943］p.

349，下線は引用者による）。技術不変という想

定だから，時間が経てば有利な投資機会がしだ

いに消滅していく。すなわち，資本ストック K

が増大するにつれて，任意に与えられた利子率

rについて実物投資の需要関数（投資関数）

fpr� K�は収縮し，しまいにはゼロ利子率の下で

さえ投資がまったく需要されなくなる。「この

利子率において完全雇用に対応する実質所得で

人々がなお投資を供給したい――何かを貯蓄し

たいと望んでいると想定しよう」（Pigou［1943］

p. 349）。

［ケインズ的地獄］

利子率は負になりえないから，「貯蓄の需給

一致をもたらすことができる唯一の方法は，新

しい，より低い実質所得水準が成立するまで，

労働者が雇用から放り出され続けることであ

る。そこでは代表的個人はゼロ（または正であ

るが，僅少の）利子率で何も投資（すなわち貯

蓄）を望まない」（Pigou［1943］p. 349）。すな

わち，極端に低雇用の定常状態であるケインズ

的地獄の状態である。

［ピグー効果］

労働者がその動きに抗して，雇用を削減する

圧力がある限り，より低い貨幣賃金率を受け入
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れ続ける，というのであれば話は違ってくる。

「貨幣賃金率が低下するにつれて，貨幣所得も

また低下し続けねばならない。雇用および実質

所得が維持されているので，このことは物価が

低下し続けることを意味する」（Pigou［1943］

p. 349）。

貨幣ストックは一定だから，貨幣ストックの

実質所得での価値は増大し続ける。「しかし，

代表的個人が将来所得の収益のためというのと

は異なる目的で貯蓄しようと思う欲求の強さ

は，一部は彼が所有している所有物の実質所得

での価値の大きさに依存している。その大きさ

が増大するにつれて，任意の実質所得水準にお

いて代表的個人が貯蓄しようと思う額は減少

し，最終的に消滅する」（Pigou［1943］p. 349），

すなわち，最終的に，完全雇用定常状態である

ラムゼー的完全均衡が実現する。

［図による説明］

図１において，縦軸は利子率，横軸は実物貯

蓄 Sおよび実物投資 Iであり，右下がりの直線

は投資関数，右上がりの直線は貯蓄関数のグラ

フである。原点を通る投資関数を f pr� K0�と

すると，資本ストック K0でのときの完全雇用

貯蓄関数 f pr� X� K0�のグラフがマイナスの r

軸切片をもつ場合，交点 Cは第Ⅳ象限にあるか

ら，完全雇用定常状態が自動的に実現するとい

う可能性はない。

ケインズ的地獄の場合，実質所得 xの連続的

低下によって期間 t pt/1� 2� ����y�の貯蓄関数

の グ ラ フ f pt�
/f pr� x pt�� K0� ―― x pt�は 期 間

t pt/1� 2� ����y�の実質所得である――が連続

的に左方へシフトして，原点を通るとき停止す

る。f p0� x� K0�/0となる実質所得 xを xと記

すと，ケインズ的地獄の場合，f p��
/f pr� x� K0�

である。

ピグー効果の場合，貨幣所得の連続的縮小に

よって期間 t pt/1� 2� ����y�の完全雇用貯蓄関

数のグラフは連続的に左方へシフトし，原点に

限りなく接近する。ピグー効果が作用する場
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ケインズ的地獄：f p*�
/f pr� x� K0�

ピグー効果：f p*�
/f pr� X� K0�



合，f p��
/f pr� X� K0�である。

６ 方程式体系

論文「古典的定常状態」が注目されてきたの

は，実質貨幣残高 Tを含む方程式体系が提示さ

れているためでもある。ピグーが提示した方程

式体系は次の４本である。

f pr� K�/0 pCS1�

f pr� x� K� T�/0 pCS2�

x/X pCS3�

r/h pT/x� pCS4�

未知数：K� r� X� T

ここでは，pCS2�式のように，貯蓄関数

f pr� x� K�ではなく，実質貨幣残高 Tを含む貯

蓄関数 f pr� x� K� T�が想定されている。

fの関数型については

⑴
�f

�T
?0

⑵ Tが十分大きいならば，K，x� rの値に関

わらず，rの最小値においてf pr� x� K� T�

はゼロの値をとりうる

と想定されている（Pigou［1943］p. 349）。

未知数が１つ増えたので，未知数 Tを説明す

る式が必要になる。マーシャルの kはM/Yで

あるから，分子分母を価格 pで割れば T/xと書

ける。p2�式より，

1/V pr�/M/Y/T/x，V'>0 p5�

だから，この式は pCS4�式のように表現でき

る
12)
。

hの関数型は，

⑴ h'?0

⑵すべての T/x>0に対して h>0

である。すなわち，「T/xが無限大に増大する

につれて，h pT/x�は漸近的にゼロに向かって低

下するが，けっして 0にならない」（Pigou

［1943］p. 348）。

したがって，Tが十分に大きいとき，方程式

体系 pCS1�∼pCS4�は，

f p0� K�/0 …ゼロ利子率で投資ゼロ

f p0*� X� K� T�/0* …（近似的）ゼロ利子率で

完全雇用貯蓄が（近似的

に）ゼロ

となる。ここに，0*は正値で，限りなくゼロに

近いことを意味する。方程式体系 pCS1�∼

pCS4�において，完全雇用条件と正の利子率条

件は両立可能であり，近似的に，ラムゼー的完

全均衡すなわち古典的定常状態が実現する。

７ なぜピグー効果なのか

あるいは，なぜハーバラー効果ではなかった

のか？ 次のような理由を挙げることができる

かもしれない。

［書物 対 論文］

ピグーのピグー効果の議論の初出は 1941 年

の『雇用と均衡』第Ⅱ編第７章第 12 節である（小

島［2013b］参照）。現在においても多くの人が

ピグーのピグー効果の初出は 1943 年論文であ

ると思っているように，論文の方が書物より目

につきやすいと思う。

［景気循環理論 対 古典派対ケインズ派］

『一般理論』の登場によって景気循環理論自

体が「戦前の文章型」と「戦後のモデル型」に

分離され，ハーバラーの書物は戦前の文章型の

代表作とみなされたことにより，ハーバラーの

書物に対する関心が薄れたという事情もあるか

もしれない。

他方，ピグーは 1937-38 年のケインズおよび

カルドアとの雇用論争において〈自説撤回〉を

余儀なくされたと思われていたので，ピグーが

再度ケインズ派に挑んだことは大いに注目され

たものと思われる。実際，カレツキはピグーを

批判するノートを投稿している。
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［景気循環 対 定常状態］

本稿の図２は，縦軸と横軸が入れ替わってい

るが，パティンキン［1948］の図４および図５

と同一である。均衡分析という点で，ハーバ

ラーの議論よりもピグーの議論の方がパティン

キンの関心にずっと近いのである。実際，カル

ドアやパティンキンにとって，定常状態と短期

の相違は符号の相違にすぎない。たとえばカル

ドアは「ここまでピグー教授に合わせて，投資

は短期均衡においてじっさいゼロであると想定

してきた。しかし，議論は投資が一定かつ正で

あると仮定されるより一般的な場合にも同様に

適用できることは容易に示される」（Kaldor

［1937］p. 751）といい，パティンキンも，ピ

グーの 1943 年論文と 1947 年論文について，「こ

れらの文献は定常状態しか扱っていないが，そ

の根本的議論は純投資が生じている経済に容易

に拡張できる」（Patinkin［1948］p. 547，n. 4）

と述べる。

８ パティンキンによる「ピグーの説明」

ピグーの議論をパティンキンは短期の枠組み

で次のように説明する。

「完全雇用貯蓄曲線は，現金残高の実質価値

が増大することにより，正の利子率における場

合を除いて貯蓄がまったく望まれない状況にな

るまで，左に
13)
シフトする。このことは貯蓄曲

線 S*で示される。そこでは正の利子率で貯蓄

がゼロとなる（事実，S*は十分低い利子率で貯

蓄の取り崩しが生じることを示している）。明

らかに，完全雇用貯蓄曲線 S*は完全雇用投資

曲線 Iと正の利子率で交差する。それゆえ，現

金残高の実質価値を変えることにより，正の利

子率で，所望される完全雇用貯蓄と投資を均等

させることは常に可能である」（Patinkin［1948］

pp. 548-49）。
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図２ パティンキンのピグー効果

S，S1，S2，S3，S*：完全雇用貯蓄関数

I：完全雇用投資関数



「実質現金残高が必要な方向と大きさに自動

的変化するということをどうして確信できるの

か？ ここでピグーは，賃金および価格の伸縮

性および流通貨幣残高不変という仮定を持ち込

む。もし完全雇用貯蓄が完全雇用投資を上回る

ならば国民所得が低下し始め，失業が生じる。

労働者が貨幣賃金を引き下げることによって対

応すれば，物価水準もまた低下し始める
14)
。物

価水準が低下し続けるので，対応して一定の貨

幣残高の実質価値は増大する」（Patinkin［1948］

p. 549，下線は引用者による）。それゆえ，物価

水準が低下するにつれて，完全雇用貯蓄曲線は

正の利子率で完全雇用投資曲線と交差するまで

左にシフトする。「これが完全雇用を保証する

ためにピグーが依拠する自動メカニズムであ

る」（Patinkin［1948］p. 549）。

パティンキンは流動性トラップの状況への適

応を示唆する。続けて次のように述べる。「こ

の自動メカニズムは，貯蓄関数および投資関数

の利子弾力性がゼロでない限り，利子弾力性に

かかわらず作用するということに注目すること

がきわめて重要である」（Patinkin［1948］p.

549）。

９ ピグー効果の強度に関する批判がピグーに

当てはまらないこと

パティンキンによれば，「ピグーの分析の明

示的な仮定は，貯蓄が物価水準
15)
と直接関連

し，それゆえ実質現金残高の大きさと逆に関連

するというものである」（Patinkin［1948］p. 552，

下線はイタリック）。そしてパティンキンは，

ピグーが望む結果を得るにはこの仮定だけでは

十分ではなく，強度に関して暗黙的な仮定が置

かれているという。すなわち，図２において，

物価水準が低下して完全雇用貯蓄曲線が S1，

S2，S3と左にシフトする場合，たとえば S3で

停止したりせずに，S*のように完全雇用投資

曲線 Iと正の利子率で交差するということが暗

黙的に想定されている（Patinkin［1948］pp.

552-53）。

一定数のドルの現金残高をもっている個人を

考える。そうしたドルの実質価値は物価水準が

低下するにつれて増大する。それらは消費の増

加かまたは実質残高に対する追加に配分しなけ

ればならないが，実際どのように配分するかは

それぞれの限界効用の相対的大きさによる。現

金残高の限界効用が消費の限界効用に比べて十

分早くゼロに近づくと仮定できるならば，完全

雇用貯蓄曲線が途中で（たとえば S3で）停止

するというような可能性をわれわれは無視でき

る。「すなわち，個人の残高を十分増大させる

ことにより，そうした残高にさらに追加する誘

因を個人はもたず，追加的な実質ファンドはい

くらでも消費に支出する，それゆえわれわれ，

個人をいくらでも望むだけ消費させることがで

きる，という立場を取り続けることになる」

（Patinkin［1948］pp. 553-54）。けれども，十

分大きな消費水準において，消費の限界効用の

低下が現金残高への追加による限界効用の低下

よりも大きいならば，個人は追加的な実質ファ

ンドを残高に追加し，完全雇用貯蓄曲線が途中

で（たとえば S3で）停止する可能性がある

（Patinkin［1948］p. 554）。

しかし，パティンキンの批判はピグー自身の

枠組みでは妥当しない。ピグーの場合，完全雇

用が想定されている（ただし，純貯蓄が正で純

投資ゼロなので均衡ではない）。したがって，

実質消費は一定で，増大できないから，消費の

限界効用も一定で，低下しない。それゆえ，完

全雇用貯蓄曲線が途中で停止するという事態は

生じない。ピグー自身の設定では，パティンキ

ンが指摘するような可能性は存在しないのであ

る。
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Ⅳ カレツキのピグー批判とケインズ

１ 民間純資産

ピグーは 1947 年の論文「安定的な環境の下

での経済進歩」において，「公衆が保有する貨幣

残高すべてが公衆にとって純資産ではないこと

に注意しなければならない。そのうちの一部

は，銀行貸付や手形割引という形で，銀行に対

する公衆の債務によって相殺される」（Pigou

［1947］p. 186）と述べている。これはカレツ

キ［1944］のピグー批判に対するピグーの対応

である
16)
。

ピグーは「1938 年（戦争前の最後の平和な１

年）」における民間純資産の実際の大きさを挙

げ，その大きさはかなりのものであると述べる。

「預金 21億 6000万ポンドに対して，公衆の銀

行に対する債務は 12億ポンドになる。他方，

紙幣流通高は４億 8500万ポンドである。した

がって，紙幣と預金を合計した公衆の貨幣保有

高約 26億ポンドのうち約 14億ポンドしか純資

産保有にならない。それゆえ，消費財で測られ

た資産保有額の消費財価格低下による増加分

は，一見して思う大きさよりは小さいものであ

る。しかし，それでも大きさはかなりのものに

なるのである」（Pigou［1947］pp. 186-187）。

しかし，現実の経済における民間純資産の大

きさに訴えても，実は，批判に答えたことにな

らない。〈貨幣の実質価値が絶えず上昇するの

であれば，債務を返済しようとする強い圧力が

存在し，金 gold で裏付けられる場合を別にす

れば，極限において銀行が貨幣ストックを不変

に維持することができなくなる〉というケイン

ズの批判が存在するからである。このケインズ

の批判は，カレツキのピグー批判に関するカレ

ツキとの往復書簡の中で登場したものである。

２ カレツキのピグー批判

ピグーの議論において物価が低下するのは貨

幣の流通速度が低下することによるが，カレツ

キは次のように述べる。パティンキンのピグー

解釈に影響を及ぼしている可能性がある。すな

わち，「失業は，労働者の間の無制限の競争とい

うことに従うと，貨幣賃金率の連続的低下，し

たがって価格の連続的な低下を引き起こす」

（Kalecki［1944］p. 342）。貨幣賃金率と価格の

低下は，銀行組織が貨幣残高を一定に維持する

という想定の下では，利子率を低下させる。「な

ぜなら，利子率を不変とすると貨幣残高は取引

金額に多少とも比例して低下しなければならな

いからである。ピグー教授は，利子率の低下は

所与の所得からの貯蓄をいくらか低下させ雇用

を増大させる傾向を持つとするが，（すべての

リスクを除いた純）利子率がほとんどゼロに近

づいたとしてさえ，完全雇用を実現するのにな

お十分ではない可能性を認めている」（Kalecki

［1944］p. 342）。

それでは，ピグー効果が金（gold）に限定さ

れるというカレツキの主張に移ろう。「貨幣ス

トックの実質価値の増大は，すべての貨幣（現

金と預金）が個人と企業に対する信用によって

『裏付けられる』すなわち銀行組織の資産すべ

てがそのような信用からなるのであれば，所有

物の総実質価値の上昇を意味しない。なぜな

ら，その場合には，貨幣保有者の利得と同額の，

銀行の債務者の損失が対応するからである」

（Kalecki［1944］p. 343）。カレツキは「所有物

の総実質価値が上昇するのは貨幣が金によって

裏付けられる限りにおいてである」といい，「金」

に注を付けて，「または国債。しかし，古典派お

よびピグー教授は資本主義経済の本質的特徴と

して国債の存在を想定していない」（Kalecki

［1944］p. 343，n. 1）と述べる。

「賃金低下の結果として所有物の総実質価値

が上昇するのは，金の実質価値の上昇分だけに

すぎない」（Kalecki［1944］p. 343）ということ

から，カレツキは調整過程が完了しない可能性

を指摘する。「もし，出発点において金の存在

量が国富に比べて小さいのであれば，完全雇用
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所得からの貯蓄がゼロとなる点に到達するため

には，賃金率と価格の途方もない低下を必要と

する。必要とされる調整は債務の実質価値を破

滅的に増大させ，結果として，大規模な破産と

確信の崩壊を導く。おそらく『調整』は最後ま

でけっして遂行されないであろう」（Kalecki

［1944］p. 343）。

３ ケインズの質問

カレツキに対してケインズは，物価低下に

よって実質利子率が上昇するのではないかと尋

ねている（1944 年２月 22日付のカレツキ宛の

書簡）。

「ピグーの仮定の下では，アーヴィング・

フィッシャーの意味での実質利子率は絶えず上

昇します。このことは２つの影響を持ちます。

⒜人々は，ピグーが仮定するように貯蓄をよ

り少なくするのではなく，貯蓄をより多くしま

す。

⒝貨幣の実質価値が絶えず上昇するのであ

れば，債務を返済しようとする強い圧力が存在

します。それゆえ，極限においては，金 gold で

裏付けられる場合を除いて，銀行が貨幣ストッ

クを不変に維持することが不可能になります。

それゆえ，実は，ピグーは２つの相容れない仮

説を同時に想定しています」（Patinkin［1982］

p. 102，Kalecki［1990］p. 567，下線はイタリッ

ク）。

また，ケインズは国債の増発の効果を尋ねて

いる。

⒞「国債の増発は個人所得を同率で増加させ

ます。それゆえ，それでさえ役立つのでしょう

か？」（Patinkin［1982］p. 102，Kalecki［1990］

p. 567）。

４ カレツキの応答

カレツキは次のように返答した（1944 年２月

28日付のケインズ宛の書簡，Patinkin［1982］p.

102，Kalecki［1990］pp. 567-68）。

⒜実質利子率について

カレツキは「実質利子率が上昇するというあ

なたの主張は，調整過程においてしか成立しま

せん。ひとたび新しい均衡に到達すれば，賃金

と物価の低下は停止します」と述べる。そして，

調整過程の間はケインズが言及した実質利子率

の上昇が雇用を減らす傾向をもつが，ピグー批

判ノートで言及した「大規模な破産と確信の崩

壊」の方が雇用を減らす方向により重要な作用

を及ぼすと述べている。

⒝銀行債務の返済について

金に限定するという修正がなされてしまえ

ば，銀行債務の返済は事態に影響しない。「い

ずれにせよ，問題は金 gold の実質価値の増大

だけです」。

⒞国債について

「最初の状況において大量の国債が存在して

いるならば，それによってピグーの調整はより

容易になります。なぜなら，国債の実質価値の

増大は企業と個人の実質富の増大を意味します

から（もし国債の利払いが課税によって賄われ

るならば，国債の存在は集計的可処分所得に影

響しません
17）
）」。

５ ピグー効果についてのケインズの評価

ケインズは 1944 年３月８日にカレツキに次

の返事を書いた。

「実質利子率が永遠に上昇し続けないという

ことに同意します。しかし，均衡に到達すると

きには，ほとんどすべての銀行貸付が返済され

ていると考えるべきでした。したがって，裏付

けとして国債発行の用意がないならば銀行組織

がどのようにして貨幣量を不変に維持するのか

理解できません。利子が税金から支払われると

すれば，国債が社会の富にあれこれ影響するこ

とはできません。それゆえ，実際，ピグーは金

価値 value of gold の増大にもっぱら依拠して

いるように思います」（Patinkin［1982］p. 103，

Kalecki［1990］p. 568）。
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ケインズは〈あまりにも途方もないことで議

論の値打ちもない話です〉と手紙を結んでいる。

Ⅴ ピグー効果と実質利子率

ケインズは，ピグー効果が作用する期間中，

実質利子率が絶えず上昇すると考えたが，〈調

整期間においてだけである〉というカレツキの

返答によって誤りを認めた。しかし，カレツキ

の応答はやや不正確であると思う。以下，ピ

グー効果が作用する期間中の実質利子率の動き

を検討する。

１ ピグーと実質利子率

実質利子率と貨幣利子率の乖離という問題に

ついてピグーは十分に認識している。

「不均衡状態においては，貸付がなされる商

品での利子率は，種々の商品の相対価値［相対

価格］の予想される変化に応じて異なる。この

意味で，現在成立している所与の貸付期間の『実

物』利子率は，契約が貨幣で計算されようが『実

物』で計算されようが同一の利益となる大きさ

であると予想される場合には，貨幣利子率と異

なる。もし予想が誤りであれば，貨幣で 10 パー

セントの貸付契約が，財では yパーセントの収

益が予想されたのに，実際には xパーセントの

収益が実現するということも起こりうる
18)
」。

（Pigou［1949］p. 45，n. 2）。

それゆえピグーは，実質利子率と貨幣利子率

とが乖離しないように想定する。すなわち，

「物価変化が予想されないわれわれの仮定で

は，実質利子率と貨幣利子率の相違はありえな

い」（Pigou［1941］p. 102，［1949］p. 108）。

「均衡において，この現実価格と予想価格の

一致は実質利子率と貨幣利子率の一致を意味す

る。それゆえ，この両方を表すのに同じ記号，

r，を使用できる」（Pigou［1941］p. 36）。

逆に，そのためにピグー効果が作用する期間

について不注意であったのかもしれない。ピ

グーには調整過程における実質利子率について

の言及はない。

２ シトフスキーの貯蓄関数とピグー効果

シトフスキーは，1941 年の論文「資本蓄積，

雇用および価格硬直性」において〈実質利子率

が低下する〉とはっきり述べている。

［シトフスキーの貯蓄関数］

シトフスキーは，貯蓄の決定要因について，

貯蓄所得比率は，実質所得の増加関数（第１の

仮定）および実質利子率の増加関数（第２の仮

定）であるだけでなく，「既に蓄積された購買力」

の減少関数である（第３の仮定）と想定してい

る（Scitovsky［1941］p. 71，［1964］p. 43）。こ

の「富の蓄積は貯蓄意欲を減退させる」（Sci-

tovsky［1941］p. 72，［1964］p. 44）という第３

の仮定により，長期均衡への漸近的接近傾向が

得られる。「われわれのモデルにおいて，生産

要素一定および技術変化なし（それにより労働

の生産性が不変となる）および伸縮的価格（そ

れにより完全雇用が実現される）という仮定は，

実質所得水準を不変にしておく。貯蓄のストッ

クは一定の貨幣量によって与えられ，物価が低

下すると，それが表す購買力のストックは増大

する。そしてわれわれの第３の仮定が成立する

ならば，このことは貯蓄を減らすとともに，価

格下落の絶対額（the time rate of price-fall）を

減らすだろう。かくして，この仮定により，長

期均衡への漸近的接近傾向 an asymptotic

approach to long-period equilibrium が得られ

る。長期均衡では，物価低下は停止する。なぜ

なら，人々が購買力の貯蔵所に貨幣を追加して

も満足を増大できないほど貨幣ストックは膨大

になっており，それゆえ人々は所得すべてを支

出するからである」（Scitovsky［1941］p. 72，

［1964］p. 45，下線は引用者による）。
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［実質利子率の動き］

「実質利子率は，われわれのモデルでは物価

水準が低下しているので，貨幣の増価によって

表わされる。先に論じたように，物価水準が逓

減する率で低下するならば（なぜなら第３の仮

定が成り立つから），実質利子率の低下を導き，

（第２の仮定も成立するならば），時間が経て

ば貯蓄が低下するというもう一つの理由とな

る。他方，もし第３の仮定が成立せず，人々が

既に蓄積したものに無関係に貯蓄し続けるなら

ば，そのときには，もちろん，物価は，低下す

る大きさを減らすことなく低下し続ける」

（Scitovsky［1941］p. 72，［1964］p. 45，下線は

引用者による）。

［ケインズ的地獄］

シトフスキーの「硬直的価格」の場合がケイ

ンズ的地獄の状況である。ここに，硬直的価格

は，財，中間財および生産要素すべての価格が

一定であることを意味する（Scitovsky［1941］

p. 73，［1964］p. 47）。出発点として各財につい

て需給が一致し，所与の価格で所与の貨幣ス

トックは公衆が保有したいと思う購買力にちょ

うど等しく，未利用資源が存在しているとする

（Scitovsky［1941］p. 74，［1964］p. 47）。「さ

て，購買力を保有したいという欲望が増大した

としよう。価格も貨幣ストックも一定であるか

ら，その欲望は実現しない。そのかわり，増大

した欲望をちょうど打ち消すほど，社会を貧し

くさせる」（Scitovsky［1941］p. 74，［1964］pp.

47-48）。より多く貨幣を保有したいという欲望

は，いくつかの（あるいはすべての）財に対す

る需要を減少させ，生産の低下を引き起こす。

「生産の低下は雇用および所得の低下を意味す

る。この動きは，貨幣量が表している購買力を

ちょうど保有したいと思うまで（すなわち支出

が再び所得に等しくなるまで）社会が貧しく

なったときに初めて停止する」（Scitovsky

［1941］p. 74，［1964］p. 48）。

３ ピグー効果と実質利子率

図３において，縦軸は実質利子率，横軸は実

物貯蓄 Sおよび実物投資 Iであり，右下がりの

直線は投資関数のグラフ f pr� K0�，右上がりの

直線は t期の完全雇用貯蓄関数のグラフ

f pt�pr� X� K0�，t/0� 1� 2�…�yである。図３の

点 Bから出発すると，物価低下は，最初のうち

は，ケインズが考えたように，実質利子率を上

昇させ，貯蓄を増大させる（図３では，簡単化

の た め 点 Bを 通 る 完 全 雇 用 貯 蓄 関 数

f p0�pr� X� K0�がシフトしないものと想定してい

る）。しかし，その後，実質残高が増大するにつ

れて，t期の完全雇用貯蓄関数のグラフ

f pt�pr� X� K0�，t/1� 2�…�yが左にシフトし，

実質利子率は低下し続ける。

Ⅵ ピグー『完全雇用からの乖離』（1945年）

『完全雇用からの乖離』におけるピグー効果

の議論では，

⑴貨幣賃金率の調整にタイムラグが存在す

る場合を扱っていること

⑵調整過程中断の可能性が指摘されている

こと

という点が注目されるが
19)
，なによりも，

⑶貨幣賃金率引き下げによる実質賃金率引

き下げを否定する議論が展開されている

こと

が重要である
20)
。なぜなら，論文「古典的定常

状態」では，労働者が貨幣賃金率引き下げによっ

て実質賃金率引き下げを実現できるという理由

により，古典派の完全雇用定常状態が不可能な

状況ではハンセンが主張する不完全雇用定常状

態も不可能であると論じていたからである。
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１ 貨幣賃金率調整のタイムラグ

［設定］

平穏な期間が長期間続いて大量の資本ストッ

クの追加がなされ，発明力も停滞し，利子率の

下限値を上回る純収益率をもたらす投資機会が

何もないと想定する（Pigou［1945］p. 22）。威

信や安全のため，それでも人々は貯蓄を望むと

想定する（Pigou［1945］p. 23）。

［貨幣所得の低下］

「投資のために需要されるものよりも投資の

ために供給したいと思うものが上回る限り，

人々は流通から貨幣を引き揚げてタンス預金か

または貯蓄預金で保有することによって欲望を

満たそうとする。かくして，連続的にしだいに

多くの貨幣が流通から引き揚げられて，結果と

して総貨幣所得の大きさが連続的に低下しなけ

ればならない」（Pigou［1945］p. 23）。

「貨幣賃金率が低下しないならば，このこと

［総貨幣所得の低下］は雇用の縮小を直接導く。

もし貨幣賃金率が実際に低下するならば，賃金

引き下げはさらなる同率の貨幣所得の低下を引

き起こすので，やはり雇用の縮小を導く。唯一

の違いは貨幣所得がより急速に低下することだ

けである」（Pigou［1945］p. 23，下線は引用者）。

［タイムラグ］

「貨幣所得が急落し，並行して貨幣賃金率も

急落する。利子率は低下しないから，貨幣賃金

率の低下は同率の貨幣所得の低下そして同率の

貨幣的労働需要
21)
の低下を伴うことは本当で

ある。しかし，種々の作用および反作用はおそ

らくタイム・ラグで分離している」（Pigou

［1945］p. 23，下線は引用者）。

［ケインズ的地獄に到達しないこと］

「それゆえ，最初の賃金低下が必然的に遅れ

るので，雇用は縮小しなければならないが，雇

用の削減が累進的に増加するということはない

であろう。追いかける人は最悪のスタートをす

るから追いかけられる人の後ろにいるが，それ

以後，差が一層広がるということはないであろ
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う。それゆえ，ケインズ卿の低水準の均衡には

到達しないであろう」（Pigou［1945］p. 24）。

［ピグー効果によって均衡が実現すること］

「にもかかわらず，下降プロセスはおそらく

停止するであろう。なぜなら，所与の収益率で

人々が貯蓄しようと思う額は，実質所得の大き

さだけでなく，既に蓄積した資本的富の，実質

所得に含まれる財で評価された大きさにも依存

するからである」（Pigou［1945］p. 24）。この蓄

積された資本的富の実質価値が連続的に増大す

ると，「最終的に，実質所得の累進的低下ではな

く，この進展が人々の貯蓄意欲を十分低下させ

ることによって新しい均衡が実現するような段

階に到達するに違いない」（Pigou［1945］p. 24）。

［新しい均衡が完全雇用ではないこと］

「これは，実際のところ，完全雇用均衡ではな

い。なぜなら，最初の賃金の反応が必ず遅れる

からである。しかし，ケインズ卿の低水準の均

衡よりは完全雇用にずっと近いものであろう」

（Pigou［1945］p. 24）。

２ 大衆の怒り・政府の法令

『完全雇用からの乖離』では，「大衆の怒り」

や「政府の法令」によってピグー効果の作用が

中断される可能性が指摘されていることが注目

される。

カレツキはピグー批判の最後で政府の介入に

言及した。「労働者が無制限の競争というゲー

ムを続けるならば，雇用者の圧力によって政府

は賃金上昇を停止させるであろう」（Kalecki

［1944］p. 343）。調整過程の中断に関するピ

グーの議論は，カレツキのピグー批判がきっか

けかもしれない。ピグーは次のように述べる。

「安定的な条件
22)
において，摩擦や移動可能

性に対する障害などを別にすれば，賃金稼得者

の間の徹底的競争は，実際にはほとんど出会わ

ないであろう状況を除いて完全雇用の確立・維

持を実現するであろう。たしかに，ある状況で

は貨幣賃金率（実質賃金率ではない）をきわめ

て低い水準まで押し下げねばならないという犠

牲なしには実現できないかもしれない。そうし

た状況が生じたときには，貨幣賃金率が要求さ

れる水準になるのが大衆の怒りや政府の法令に

よって妨げられるということが生じるかもしれ

ない。それが生じたときには賃金稼得者の間の

徹底的競争は妨げられる。もしそうなったとし

ても自ずと完全雇用が実現する傾向がある，と

いうのは古典派の見解ではまったくない」

（Pigou［1945］p. 25）。

『雇用と均衡』第２版（1949 年）では，ピグー

効果の作用に対して「適切な賃金政策」の必要

性が強調され，初版のケインズ的地獄の箇所に

文章
23)
の差し替えがある。一般的見解では「古

典派経済学者」は市場の調整能力に信を置くの

で完全雇用が自動的に達成されると主張したと

いうことになっているが，そうではないという

ことがわかる。

「貨幣賃金率は，完全雇用を維持するために，

今述べた仕方で下降運動が停止する点まで貨幣

所得および総貨幣賃金と並行して低下し続け

る，ということを拒否するかもしれない。その

ような下降運動は，大衆の怒りの爆発によって

か抵抗運動の漸進的増大によってかまたは政府

の法令による最低貨幣賃金によって，停止点に

到達するよりも前に停止するかもしれない。も

しも，このうちのどれかが生じたならば貨幣所

得のさらなる下降運動は雇用の縮小を伴うに違

いない。貨幣所得の低下は最後には停止する

が，雇用は一般に完全雇用と呼ばれている水準

をはるかに下回る。人々は貯蓄欲望と投資欲望

をバランスさせるが，代表的個人は――もちろ

ん，雇用されている人と失業している人の代表

者である――は非常に貧しくなってしまい，も

はや所得からなにも貯蓄しようと思わなくなっ

ている」（Pigou［1949］p. 134，下線は引用者に

よる）。

第 187 巻 第４号16



３ 貨幣賃金率と実質賃金率

ピグーは論文「古典的定常状態」においては，

Y/MV pr�という貨幣所得決定式によって，貨

幣利子率が下限にあるので，労働者がより低い

貨幣賃金率を受け入れても，貨幣所得の低下を

引き起こすことができないといい，〈貨幣賃金

切り下げは自動的に同率の物価低下を引き起こ

すから，労働者は実質賃金率をコントロールで

きない〉という主張を否定した（本稿第Ⅲ節第

４項）。

『完全雇用からの乖離』において，ピグーは「貨

幣利子率が不変であれば，貨幣賃金率の低下は

貨幣所得および貨幣的労働需要の同率の低下を

伴うことが可能であるというだけでなく，必然

的にそうなる」（Pigou［1945］p. 16）と主張し

ている。その理由は「貨幣利子率が不変である

から，実質投資が変化する理由がない。それゆ

え，実質所得は変わらない
24)
。したがって，雇

用量は変化する理由がない。かくして，貨幣賃

金率に何が起ころうが，雇用水準は変わらない」

（Pigou［1945］pp. 16-17）ということである。

論文「古典的定常状態」においても，『完全雇

用からの乖離』においても Y/MV pr�という貨

幣所得決定式が用いられている。何が違うの

か？

利子率が下限にない一般的な状況においては

次の連鎖Xが成り立つ。

［連鎖 X］：雇用が増大するならば実質所得が

増大する。実質所得が増大するならば実質貯蓄

が増大し，他の事情が同じならば，利子率が低

下する
25)
。

論文「古典的定常状態」では，貨幣利子率が

既に下限にあるという理由で連鎖 Xを無視し

ているのに対して，『完全雇用からの乖離』では，

連鎖 Xを考慮して，利子率不変という条件と

両立可能であるのは雇用量不変というのであ

る。

それでは〈どちらが正当であるのか〉あるい

は〈ピグーは論文「古典的定常状態」の議論を

撤回したのか〉という疑問が生じるが，ピグー

は問題の所在自体に気づいていないようであ

る。それゆえわれわれは，ケインズ同様，次の

ように言わざるを得ない。

「ピグーは２つの相容れない仮説を同時に想

定しています」（Patinkin［1982］p. 102）。

Ⅶ おわりに：ピグー「安定的な環境の下

での経済進歩」（1947 年）

論文「安定的な環境の下での経済進歩」（1947

年）においてピグーは，『雇用と均衡』の貯蓄に

関する２つの仮定を対比して長期的な趨勢を論

じる。すなわち，

［貯蓄動機に関するラムゼーの仮定］

「人々は純貯蓄（私はこの言葉を純投資と同

義語として用いる）が生み出すと現在予想して

いる物的収益のためだけに純貯蓄をおこなう。

それゆえ，そうした予想収益率がゼロならば純

貯蓄はゼロであるという仮定」（Pigou［1947］

p. 180）。

［貯蓄動機に関するケインズの仮定］

「貯蓄動機の一部は，威信，個人的安全その他

の源泉として資本的富を所有したいという気持

ちによる，より現実的な仮定」（Pigou［1947］

p. 180）。

という２つの代替的な仮定について，

⒜技術進歩および労働人口の変化はない

⒝銀行の外で流通する貨幣量は一定である

⒞政府は雇用をコントロールする目的で経

済に介入せず，また，最高価格あるいは最

低価格規制をしない

という環境の下，

⒟最初の年に何らかの投資がなされる

と仮定して〈以後何が生じるか〉を論じる

（Pigou［1947］p. 180）。
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この論文について本郷［2007］は，シジウィッ

ク＝ピグー＝ラムゼーの伝統的立場とムーア主

義＝ケインズの反伝統的立場の対立の掉尾を飾

るものと位置づけているが
26)
，本稿では，結び

に代えて，貨幣ヴェール観からの硬直的貨幣賃

金仮定批判とピグー効果の実践的重要性に関す

るピグーの考えを記すことにしよう。

貨幣ヴェール観

ケインズ的地獄は硬直的貨幣賃金という仮定

に基づくが，そのような仮定に対してピグーが

貨幣ヴェール観から批判している点が興味深

い。

「このような解は，明らかに，大量で増大する

失業に直面しながら貨幣賃金率が硬直的に維持

されるという条件の下で成立する。しかし，技

術など考察している条件の下で，利用される資

源の割合がそのようなケインズ的地獄が要求す

るような水準に，貨幣と価格の状態という表面

的なものによって永続的に決まるというのはき

わめて信じがたい」（Pigou［1947］p. 186，下線

は引用者による）。

続けてピグーは，無限に生存する代表的個人

を想定しているからには必ずや貨幣のヴェール

を剥ぎ取るはずであると述べる。

「ケインズ的均衡において賃金稼得者は，無

限の時間を自由に使えるのであるから，貨幣の

表面を通して，隠れている真実を必ずや知るに

違いない。思うに，貨幣的状況にかかわらず賃

金稼得者が実現しようとするなんらかの（必ず

しも完全雇用ではない）雇用比率というものが

あるに違いない。もし実際そうならば，ケイン

ズ的地獄というポジションは実現しないし，近

づきさえもしない」（Pigou［1947］p. 186，強調

はイタリック，下線は引用者による）。

実践的重要性

ピグー効果の実践的重要性については，〈ピ

グー自身，ピグー効果は理論的演習にすぎない

と弁明している〉と述べている解説もある
27)
。

たしかにピグーは，「アカデミックな演習問題」

にすぎず，〈思考を明晰にするというくらいの

用途はあるだろうが，現実生活という盤面に現

れることは皆無に等しい〉と述べている（Pigou

［1947］p. 188）。けれども，ピグー効果の議論

は，そもそもケインズ的地獄に代わる二者択一

的なストーリーとして提示されたものである。

「アカデミックな演習問題」というのであれば，

それはケインズ的地獄についても当てはまるの

である。

ピグーが実践的重要性を否定して「アカデ

ミックな演習問題」と述べた理由は，新発明と

改良がない，という仮定にある。すなわち，「こ

こまでの分析は，もちろん，この論文の冒頭で

述べた諸仮定［本節の仮定⒜∼⒟］を基礎にし

てのみ成立する。そうした諸仮定が実際に満た

されるということはまったくありそうにない」

（Pigou［1947］p. 187）。

それだけでなくピグーは政府の介入によって

ケインズ的地獄もラムゼー的完全均衡も実現し

ないと考えている。「発明力が消滅したと仮定

したとしても，破滅的撹乱の場合に当局が何も

しないと想定するのは馬鹿げている」（Pigou

［1947］p. 188，下線は引用者による）。すなわ

ち，ラムゼー的完全均衡に接近するためには貨

幣賃金率が低下し続けねばならないが，〈いか

なる政府も貨幣賃金率の急降下を長期間放置し

たままにせず，最低賃金法が必然的に制定され

るであろう。最低賃金法はラムゼー的完全均衡

が生じるよりもずっと前に制定されることがき

わめてありそうである〉（Pigou［1947］p. 188）。

「しかし，同様に，いかなる政府も，大量の失

業を伴うケインズ的均衡への動きがかなり長期

間進行することを放置しておくことはできない

であろう。社会のために政府は負の利子率で投

資を行うか，あるいは貨幣所得の急降下を停止

させる他の手段をとることによって介入しよう

とするであろう」（Pigou［1947］p. 188）。
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ケインズ的地獄に堕ちることなくラムゼー的

天国に至ることが示されたとしても，天国に到

達することはない。ピグーは〈経済人は生涯を

煉獄で過ごす
28)
〉と言った。

注

１）1958 年版「序文」によると，「初版の執筆は，ケイ

ンズの『一般理論』が世に出る以前に実質的に完了

しており，これについては脚注でわずかに触れうる

にとどまっていた」（Haberler［1958］p. vi，i-ii ペー

ジ）。1937 年の初版「序論」では，「本書の第Ⅰ部の

原稿は 1935 年 12月までに，第２部の原稿は 1936

年５月までにほとんど完成した」（Haberler［1937］

p. 2）とある。1939 年の第２版では，第Ⅰ部「景気

循環理論の体系的分析」に第８章が追加され，「ケイ

ンズ学派の理論の検討に大幅な紙数」が割かれた。

1941 年版以降のどの版も第Ⅰ部と第Ⅱ部は 1939 年

版と同一である。本稿に関連するのは第Ⅰ部と第Ⅱ

部だけなので，本稿では初版のほかは入手が容易な

1958 年版を参照する。

２）［1958 年版（1941 年版）p. 389，353 ページの変更

箇所］

①「実物投資のための信用需要がなお存在するため

に利子率が高いままにある場合，利子率が既に低い

水準まで低下している場合よりも速やかに貨幣保蔵

者は資金を資本市場に投下する気に誘われる」

（Haberler［1937］p. 286）という箇所の「実物投資

のための信用需要がなお存在するために」という文

章に，「（これは豊かな社会よりも貧しい国で当ては

まるであろう）」という文章が付け加えられている。

②「生産者の資金需要が絶対的に非弾力的である場

合，人々は貯蓄をしようという気持ちが低下して

――ケインズ氏の用語では消費性向が増大して

――」（Haberler［1937］p. 286）という文章の「ケ

インズ氏の用語では」と「消費性向が増大して」の

間に「流動性選好の低下に加えて」を挿入。

③ 389 ページの最後に，注「分析全体を専門用語で

いうことができるが，そうすることで多くの利益が

得られるか疑わしい。［以下省略］」（Haberler［1958］

p. 389，n. 1，369 ページ注 21）が追加されている。

［1958 年版（1941 年版）p. 403，363 ページの変更箇

所］

①「おそらくありそうにない場合」（Haberler［1937］

p. 298）rather improbable case の rather が

perhaps に変更されている。

②「貨幣はこの役割の利用から自由になり，保蔵の

ために利用可能となる。物価低下と同率で，既存の

保蔵貨幣は実質値で上昇する」（Haberler［1937］p.

299）の「利用可能となる」という文章に次の注が付

けられている。「ケインジアンの用語では，取引動

機を満たすのに必要な貨幣は少なくなり，『投機的

保有』に利用できる貨幣は多くなる。すなわち，M１

が減少し，M２が増大する」（Haberler［1958］p. 403，

n. 2，372 ページ注 37）。

③②と同じ箇所の「既存の保蔵貨幣」ex isting

money hoards の後に（M２）が挿入されている。

３）「収縮の累積過程の貨幣的表現は MV――すなわ

ち，財に対する貨幣タームの総需要――の長びく低

下である」（Haberler［1937］p. 226，［1958］p. 326，

291 ページ）。「もしMVが低下しないのであれば，

経済状況の悪化たとえば生産と雇用の急激な低下

――これは循環的不況の進行中に事実あらわれるも

のである――は起こらないであろう」（Haberler

［1937］p. 226，［1958］p. 326，291 ページ）。

４）1964 年版の翻訳『景気変動論』のページである。

1937 年版の翻訳『好況及び不況の理論』には原著

ページの記載があるので省略している。

５）「この貨幣の破壊過程が具体的な場合にどこまで

進むかは，その国の貨幣組織，制度的要因および国

際的状況に依存している。今日では，破壊されるの

は主としては預金貨幣であって，中央銀行貨幣でな

い」（Haberler［1937］p. 285，［1958］p.388，352

ページ）。

６）ケインズはピグー効果について〈貨幣の実質価値

が絶えず上昇するのであれば，債務を返済しようと

する強い圧力が存在するから，極限においては，金

で裏付けられる場合を除いて，銀行が貨幣ストック

を不変に維持することが不可能になる〉と述べたが

（本稿第Ⅳ節），カレツキは〈金に限定するという修

正がなされてしまえば，銀行債務の返済は事態に影

響しない〉と応答した。ハーバラーの文章はこのカ

レツキの応答を先取りしているのである。

７）『好況と不況の理論』の目的は景気循環理論の総合

にある。それゆえ，利子率を通じて投資に作用する

経路（利子率ルート）との対比で，実質残高を通じ

て消費に作用する経路（資産ルート）が提示された

わけではない。すなわち，「拡大過程は，まず消費者

支出の増加を引き起こす事象または原因か，あるい

は生産者支出（投資）を刺激する事象または原因に

実質残高効果 1937-1947 19



よって開始できる」が，「自動的な拡張刺激要因」は，

主として投資を直接刺激する要因の中から見つか

る」（Haberler［1937］p. 288，［1958］p. 392，355

ページ）。また，実質残高効果は不況を終了させる

１要因にすぎない。「MVの収縮を制限するように

作用する諸力の他にも，それと密接に結びついて

――ときにはほとんど区別できない――MVの拡大

を促進している他の諸力あるいは反作用がある」

（Haberler［1937］p. 287，［1958］p. 391，354 ペー

ジ）。けれども，第２版（1939 年）で追加された第Ⅰ

部第８章「景気循環理論に関連する若干の最近の理

論」（パティンキンが挙げているHaberler［1941］p.

242）においては，ケインズ経済学との相違がより意

識されている。ハーバラーは，〈雇用と産出を増大

させる方向へ明確に作用する最も重要な影響は流動

性を通じてである〉と述べ，『一般理論』の利子率ルー

ト（ケインズ効果）の箇所を引用する。「賃金支払総

額の低下は，一般に物価と貨幣所得の低下をともな

い，所得動機と営業動機のための現金の必要を減少

させる。それゆえ，社会全体についての流動性選好

表をそれだけ低下させる。他の条件が同じならば，

それは利子率を引き下げ，それゆえ投資に都合良く

なる」（JMKⅦ p. 263）。ハーバラーは「賃金と物価

の低下は貨幣量の増大と同値であるとみなされる」

といい，〈完全雇用以下の時に労働者が貨幣賃金を

引き下げるというのであれば，完全雇用を目的とす

る貨幣管理を実際には銀行組織ではなく労働組合が

行っていることになる〉と述べている箇所（JMKⅦ

p. 267）を引用する。そして「われわれの言葉では

次のようにいうのと同じである」といい，資産ルー

ト（実質残高効果）を対置する。「伸縮的賃金の下で

の失業は――賃金の低下に反応して賃金総額が低下

するという不利な場合においても――，（流動性形

態での）遊休資金を貨幣タームで限りなく増大させ，

実質タームではより急速に増大させる。それゆえ，

人々が保蔵することを止めて，消費であれ投資であ

れ，再び支出を開始するようなリミットがどこかに

あるに違いない（以下の第 11章第８節を参照せよ）」

（Haberler［1958］p. 242，203 ページ）。なお，第

11章第８節というのは，初版第 10章第８節であり，

内容は本節で紹介している。

８）「競争的価格システムの下で失業の自然的救済で

あるかにみえるきわめて重要なタイプの調整――す

なわち貨幣賃金とその他の費用項目の引き下げ」と

いう問題について，社会的・倫理的側面は議論しな

い。また，「（賃金切り下げが可能であることおよび

他の方法もあると仮定して）不況を終わらせる最善

の方策かどうかということに注意を集中するわけで

もない」（Haberler［1937］p. 292，［1958］p. 395，

358 ページ）。

９）ピグー，シトフスキーは実質残高効果について労

働者の徹底した競争（ピグー），価格伸縮性（シトフ

スキー）との関連を論じている。貨幣賃金の伸縮性

との関連については次の記述がある。「差し当たり，

貨幣賃金の動きと独立に一定の流動性水準というも

のがあって，経済システムが再び上昇に転じはじめ

るにはその水準に到達しなければならないとしよ

う。その場合，賃金と価格がより急速に低下するこ

とが可能ならば，所定の流動性水準にはより早く到

達することは明らかである。貨幣賃金の伸縮性とそ

れを実現する手段である労働市場の競争は，完全雇

用の回復を導く要因とみなされうる。しかし，問題

はそれほど簡単ではない。達成されねばならない流

動性水準は貨幣賃金の動きと必ずしも独立ではない

かもしれない。賃金がきわめて伸縮的で，この伸縮

性が最初はデフレ的影響を持つならば，賃金がいく

らかより硬直的な場合と比べてより高い流動性の程

度が必要となる」（Haberler［1937］p. 299，［1958］

pp. 403-404，363-64 ページ）。「しかし，議論はまだ

続く」とハーバラーはいう。「この不利な場合でさ

え――この場合は決して唯一の場合ではないし，ま

た最も有りそうな場合でもない――，どこかより高

いところに，あらゆる状況のもとで［経済システム

が再び上昇を開始するのに］十分な流動性水準とい

うものが存在する」（Haberler［1937］p. 299，［1958］

pp. 403-404，363-64 ページ）。

10）「古典派経済学者は，問い詰められたなら，労働者

が競争的に行動せずに共謀などの手段によって実質

賃金率を『あまりにも高い』水準に設定するならば，

定常状態が完全雇用状態ではない，ということを否

定しなかったであろう」（Pigou［1943］p. 343）。

11）提示を簡単にするためと思うが（また，容易に修

正できると思うが），xを実質所得に変えたことに

より，資本ストック Kの大きさが完全雇用に対応

する実質所得 Xになんら影響しない，すなわち，資

本の限界生産力がゼロ，ということになってしまっ

ている。

12）ピグーは p5�式と pCS4�式との関連について次の

ように述べている。「知られているどんな銀行制度

の下でも，そして貨幣量が厳密に一定である貨幣制
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度の下でも同様に，貨幣所得は利子率の関数で利子

率の高低に応じて増減しなければならない。このこ

とは，均衡のためには，貨幣形態で保有される資源

の限界単位が代表的個人に与える便益等の魅力は，

実物資本に投資された限界単位が生み出す利子の魅

力と等しくなければならない，ということから導か

れる。なぜなら，この便益の大きさは，実質所得に

対する貨幣量の実質価値が小さいか大きいかに応じ

て，すなわち貨幣所得に対する貨幣量（すなわちマー

シャルの k，これは貨幣の所得速度の逆数である）

が小さいか大きいかに応じて，したがって，貨幣量

が所与のときは，貨幣所得の大小に応じて，小さかっ

たり大きかったりするからである」（Pigou［1943］

p. 348）。

13）パティンキンの文章では「右に」であるが，図２

では，縦軸と横軸が入れ替わっているため，「左に」

となる。

14）拙稿［2013b］で論じているように，この下線部の

説明はピグー自身の説明と異なる。すなわち，ピ

グーの２部門モデルでは，貯蓄・投資の均等条件は

財市場の均衡条件ではなく貸付資金市場の均衡条件

であり，完全雇用と貯蓄・投資の乖離は矛盾しない

（ただし経済は均衡にない）。また，物価低下は保

蔵意欲増大による貨幣の所得速度低下の結果であ

る。労働者は完全雇用維持のため，物価低下と同率

の貨幣賃金引き下げを受け入れる。

15）物価水準に関連するというのはパティンキンの都

合による。pCS4�式をみれば明らかなように，ピ

グーの貯蓄関数は物価水準の関数ではない。

16）ケインズはカレツキ［1944］の原稿を受け取ると，

ピグーに応答するかどうかを尋ねた。ピグーはコメ

ントする意思のないことをケインズに伝えた

（Kalecki［1990］p. 567）。

17）パティンキンは，このカレツキの文章に次の注を

付けている。「税によって賄われる公債は富ではな

いというカレツキの見解（ケインズも次の返書にお

いて同意している）に注目せよ。この問題はここ 20

年関心が増大してきている」（Patinkin［1982］p. 103，

n. 26）。続けてパティンキンは Patinkin［1965］第

12 章と有名な 1974 年のバロー論文（R. J. Barro,

“Are Government Bonds Net Wealth ?” Journal of

Political Economy 82，1095-1117）を参照せよと記

しているが，本稿はこの問題には立ち入らない。

18）続けてピグーは「この事後の xパーセントを『実

質』利子率，事前の yパーセントを商品利子率と呼

ぶことがある」と述べている。商品利子率について

はスラッファの商品利子率が有名であるが，それと

異なる概念である。スラッファの商品利子率と

フィッシャーの利子率概念の相違については小島

［1987］（または小島［1997］第１章）を参照された

い。また，ケインズは『一般理論』ではフィッシャー

の実質利子率概念について「貨幣価値の変動が予想

されると仮定されているかどうかが明らかでない」

（JMK, Ⅶ, p. 142）と述べている。

19）「分析が貨幣の側からなされている」（Pigou［1945］

p. v）という点も興味深い。

20）パティンキンは「ピグー体系において実質賃金率

の役割はきわめて曖昧である」といい，論文「古典

的定常状態」348 ページのハンセンの低雇用均衡を

否定している部分と，349 ページのピグー効果の議

論の部分との齟齬を指摘している（Patinkin［1948］

p. 552，n. 16）。348 ページにおいてピグーは，貨幣

所得は利子率の増加関数であり，利子率が既に下限

にあるから，貨幣賃金引き下げは貨幣所得の低下を

実現できない，と論じている。すなわち，「われわれ

が想定した完全雇用以下の定常状態では，利子率は

既に下限にあるので，それ以下に低下できない。し

たがって労働者がより低い貨幣賃金率を受け入れて

も貨幣所得の低下を引き起こすことは不可能である

（Pigou［1943］p. 348）。他方，349 ページにおいて

ピグーは，「貨幣賃金率が低下するにつれて貨幣所

得もまた低下しなければならず，貨幣所得は低下し

続ける。雇用したがって実質所得は維持されるか

ら，このことは物価が低下し，低下し続けることを

意味する」（Pigou［1943］p. 349）と述べている。貨

幣賃金率の低下が貨幣所得の低下を引き起こすかの

ようであるが，実質貨幣残高が増大することを述べ

る部分であるから，〈保蔵の増大により，貨幣の所得

速度が低下して貨幣所得が低下するから，完全雇用

を維持するためには，貨幣賃金率が同率で低下しな

ければならない〉と書くべきところである。なお，

『雇用と均衡』初版（1941 年）におけるピグー効果

の説明では，貨幣賃金率の言及はない。論文「安定

的な環境の下での経済進歩」（1947 年）では，ここで

問題としているような叙述はない。

21）貨幣での賃金基金の制約を強調するためのピグー

の用語である。ホートリーは〈貨幣で表示された支

払賃金総額〉を指す（小島［2006］10-11 ページ参

照）と述べている。貨幣的労働需要関数は，各労働

量 xを雇用することに対して提示される需要価格
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wDを対応させる関数であり，完全競争の場合，

wD
/pF' px�

で与えられる。ここに，pは物価水準，Fは生産関

数である（Pigou［1945］p. 7）。

22）「安定的な条件は，あらゆる種類の商品の相対価値

は将来の相当長期間について現在とほとんど同一で

あろうという期待を含意する」。このことは貨幣利

子率とあらゆる種類の商品利子率が同一であるとい

うことを含意する（Pigou［1945］p. 20）。なお，引

用文中の「ほとんど同一」というのは，安定的条件

は定常状態と異なり，資本ストックの緩慢な成長を

含んでいるため「まったく同一」ではないからであ

る（Pigou［1945］p. 20，n. 1）。

23）差し替えられた初版の文章は次のとおり。「その

ときここでケインズ氏の特殊命題――私が他のとこ

ろでケインズ氏の最後の審判のヴィジョンと名付け

ているもの――が登場する。この命題に従うと，前

の節で述べたクリティカル・ポイントに到達すると

き，完全雇用を維持する傾向をもつ諸力が壊れ，貨

幣所得の収縮すなわち貨幣需要の収縮によって雇用

が収縮し，雇用が収縮すると，多かれ少なかれ並行

的な実質所得の収縮が生じる。このプロセスは，窮

乏と貧困があまりにも大きく，代表的個人が――も

ちろん，雇用されている人と失業している人の代表

者である――自分の所得からなにも貯蓄しようとし

なくなるまで不可避的に進行する」（Pigou［1941］

pp. 129-30）。

24）実質投資は定義によって実質貯蓄に等しい（Pigou

［1945］p. 21）。ここでは貯蓄関数を媒介にして実

質所得との関連を扱っているのであり，乗数は無関

連である。

25）『雇用と均衡』以後，ピグー・モデルでは，利子率

は実物貯蓄≡実物投資に対する需要と供給（すなわ

ち投資と貯蓄）で決定される。

26）本郷［2007］260-61 ページ。「この論文は，亡きラ

ムゼーと亡きケインズとの止揚を意図したもののよ

うにも思われ，そのタイトル，公表年，共に意義深

いものがある」（本郷［2007］259 ページ）。

27）〈貨幣賃金の切り下げに伴う物価下落は，資産の実

質価値を高め，労働者の購買力の上昇と有効需要の

増加を招くから，貨幣賃金の切り下げは失業者の救

済になりうるとピグーは考えた〉などと書いている

とんでもない用語解説も存在している。

28）正確には次の引用文の下線部。「過去においてそ

うであったように，科学的発見がこれからも生じて

有利な投資の新しい機会が将来においても現れると

期待できる理由が十分あるから，いかなる種類の定

常状態も――天国も地獄も――決して到達されるこ

とはないであろう。経済人はむしろ残りの生涯を煉

獄で過ごし続けるであろう」（Pigou［1950］pp. 37-

38，57 ページ，下線は引用者による）。
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