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概要 

 

 西欧には 19 世紀以降、群衆論の系譜が存在する。精神分析を拓いたフロイトも大いに群

衆について論じた。これに対して、群衆とは異なった大衆像として公衆論が 19 世紀末に現

れる。そこで、公衆は物理的に群れていないバラバラの個人ではあるが、近代的メディアの

発展や共通の市民的生活様式を通じて、心的な合同性を有するようになった集団と定義さ

れた。この公衆像は現存在の頽落したあり方として哲学的に捉えられ、精神医学上の現存在

分析が生まれた。ケインズの『一般理論』は、こうした公衆観に基づく方法論に導かれてお

り、経済学における公衆の発見こそがケインズ理論を特徴づけている。 
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The Discovery of the Public in Economics: J. M. Keynes and Psychiatric Thoughts 

 

Yoshihiro Yamazaki 

 

Abstract 

 

     Western world had kept the theory of crowd since the 19th century. Freud, who 

developed psychoanalysis, discussed on crowd much. Against the concept of crowd, the public 

appeared as the different image of people in the end of the 19th century. The public was 

defined as a group which consisted of physically separated individuals but has a common 

mentality through the development of modern medias and the similar style of lives. This 

concept of the public was understood as “addicted” existences philosophically. Existential 

analysis in psychiatry was developed there. Keynes’s General Theory has a methodology based 

on the view of the public. This discovery of the public in economics characterized Keynesian 

theory. 
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はじめに 

 

 ケインズが人間心理の経済に及ぼす影響について関心を持ち、その著作においてたびた

び言及していることはよく知られているし、指摘されてもきた。しかし、その要素がケイン

ズの経済学体系にどのように本質的意義を持っているかについて、十分に展開されている

研究はなかったように思われる。本稿の目的は、最終的にそのことの大まかな見取り図を与

えることにある。 

 この目的を達成するにあたって、ケインズの著作において直接的に触れた部分を手掛か

りにせねばならないのであるが、ケインズ自身の叙述は明らかに断片的である。したがって、

ケインズが彼の経済理論の背後にどのような人間心理把握を保持していたかの推測を、状

況証拠のなかから見出すことが欠かせない作業になる。 

 ケインズが貨幣愛を論ずるにあたってフロイトを参照していることは、既に『貨幣論』の

段階で引用があることから明らかである。この背景には、フロイトの著作の英訳を読むこと

によって、ケインズが早い段階で精神分析に触れていたことがある。実際、フロイトの精神

分析は本国での対立の激化があって、20 世紀初頭にはイギリスをその中心地としつつあっ

た。 

 それでも、精神分析は、個人の受ける幼児期の精神的外傷が後の障害を発生させるという

認識であるから、経済学が扱うような社会的活動を対象とするには困難が伴う。本稿での分

析も、ケインズの経済学体系の完成期の著作、つまり、『一般理論』を主たる対象とするも

のになるのであり、精神医学も同時代の現存在分析に焦点が当てられるであろう。 

 具体的には、『一般理論』に現れる公衆概念である。19 世紀から 20 世紀において、群衆

概念から公衆概念が区別されるようになるのであり、新時代の大衆像として公衆概念は多

くの分野で共有されていくことが確認できる。ケインズの公衆概念もこうした同時代的思

潮の反映に他ならない。 

 フッサールの現象学は前期の純認識論的な立場から、後期の生活世界を論じる立場へと

展開していく。時を同じくして、フッサールの教え子ハイデッガーが、生物学の知見を元に

世界内存在としての現存在概念を提出する。現存在の頽落した状態としての「ひと」は、ま

さに同時代の公衆像なのである。 

 フロイトの精神分析から出発しながら、ハイデッガーの哲学に衝撃を受けたビンスヴァ

ンガーらによって現存在分析が展開されることになる。本稿は最終的に、ケインズの経済学

と現存在分析との同時代的反響を聴き取ることになるであろう。 

 

1．群衆論から公衆論へ 

 

1－1．群衆論と精神分析 
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 経済学ではしばしば、大衆の行動の原因として群集心理が取り上げられることがある。古

典的な群集心理学を提起したのは、19 世紀フランスのル・ボンであった。 

 ル・ボンはその 1895 年の著書のなかで、群衆を単なる個人の寄せ集めから区別する。集

合した個人が、外部からの影響を受けてその感情や思考がただ一つの方向に導かれるとき、

そこに群集心理が成立する。こうなると、個人個人の社会的背景や教養などはすべて意味を

失い、人々は一人でいるときと全く異なる心理状態で行動することになるという。それでは、

人々はいかにして群衆化するのであろうか。ここでル・ボンは指導者の存在を指摘する。群

衆化した諸個人は一種の催眠状態に陥っているわけだから、必ず施術を行った催眠術師が

いるはずだというのである。 

 古典的群集心理学への精神分析からの批判は、最初フロイトの友人にして弟子であるパ

ウル・フェーデルンによって、後にフロイト自身によって行われた。 

 フェーデルンは 1918 年から 1919 年にかけてドイツで見られた革命的な労働運動を背景

にして、新たな群集心理学を模索していった。フェーデルンは諸個人を社会秩序のなかに組

み込んでいるのは、権威あるものに対する畏怖であると考える。ファーデルンは、フロイト

のエディプス・コンプレックスの議論に依拠し、父権社会の家族内での父親の権威が、公的

な諸機関の持つ権威や国家権力に転移されていくプロセスについて論じる。だが、ドイツの

帝政が崩壊したことによって父権的秩序に対する人々の服従意識も消滅してしまった。そ

のため、革命的群衆の目指すのは父権的秩序に代わる新しい社会秩序でなくてはならない。

古典的群集心理学では、先に見たように指導者の存在を前提にしたが、新しい社会秩序は父

親のいない兄弟からなる機制である。 

 ここでフェーデルンが下敷きにしているのは、やはりフロイト（1913）の議論である。フ

ロイトはトーテミズムの起源を論じたい際に、専制的に支配してくる父親を息子たちが殺

害することによって、父親なき社会が一時的に成立するストーリーを考えた。しかし、やが

て殺された父親が神格化されることによって生じてくるのが、伝統的な父権的社会なので

ある。フェーデルンは、当時のドイツで起きていた事態を原始の父殺しの反復と見たのであ

った。 

 フェーデルンがこうした内容の講演を行った 2 年後に、フロイト自身が『群集心理学と

自我分析』と題する著作を発表して、古典的群集心理学に修正を加えようとした。フロイト

はル・ボンの議論を、群衆を実体化している神秘主義的なものとして論難する。そして、群

集心理もまた個人の心理に還元されるものであるとしてしまう。フロイトによれば、人々が

集合することで、個人の無意識的衝動への抑圧を取り去るような何らかの要因が働いて特

殊な群衆的行動が現出するだけなのである。 

 したがって、群衆化のメカニズムを説明する要因も、ル・ボンのように催眠効果を持つ暗

示ではなくリビドーである。群衆化の過程では、群衆のなかの個人相互の同一化と指導者へ

の惚れ込みとが見られる。同一化は、リビドーの向かう対象を自我のなかへと取り込む行動

として理解できる。惚れ込みは、指導者という対象を経由してナルシシズムを充足すること
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であるから、指導者は理想の自我ということになる。二つのうち、本質的なのは後者で、群

衆は一人の指導者を理想の自我と見なすことでお互いを同一視していくのである。 

 フェーデルンとフロイトの違いはどこにあるのであろうか。それは、フェーデルンが革命

的群衆を問題にすることによって精神分析をある意味で政治的な文脈に置こうとしたのに

対して、フロイトがそれを拒否し、精神分析の政治的中立性を担保しようとしたところであ

る。 

 実は、このようなフロイトによる群集心理学批判は、次章で見るタルドの議論を反復する

ものである。そして、タルドによって群衆概念に代わって提起された公衆概念を、経済学に

援用した人こそケインズに他ならない。 

 

1-2．公衆概念の登場 

 

 ル・ボンの『群集心理学』の 5 年後に出版された『世論と群衆』において、タルドは群衆

概念と区別される近代的大衆像として公衆を明確に定義している。タルドによれば、群衆が

純粋に空間的意味において一所に集中して現出し、身体的接触によって生み出される心理

的感染がもたらすものであるのに対して、公衆は物理的な意味ではバラバラに存在するも

のである。公衆は、それ自体としては不可視のものであり、社会全体に分散して存在しなが

ら、近代的メディア技術によって同一さの幻想が生み出されることで構成されている。した

がって、群衆が人類史のいつの時代にも存在していたのに対して、公衆は間違いなく近代の

産物なのである。 

 同時にタルドは、群衆から組織集団をも区別する。組織集団は群衆と異なり、組織化され

ており、階層構造を有し、恒常的に持続して存在する。タルドのあげる具体例は、修道院、

工場、軍隊である1。 

 こうしたタルドの公衆像は、ハイデガーによって未完の大著『存在と時間』のなかで哲学

的分析が施されたと言ってよい。ハイデガーは人間の本質的態様を現存在と定義する。現存

在は先駆的可能性としての死へと常に向かっているのだが、日常的には死を自分のものと

して引き受けることはなく、一般的な「ひと」へと頽落している。「ひと」は、現存在が共

存在として他人との没個性的な関係のなかに埋没している状態である。我々は他人が楽し

むように楽しみ、他人が感じるように感じ、他人も生きるような人生を生きている。ここで

ハイデガーは明らかに消費社会、メディア社会における近代的人間像をイメージしている。

それは情熱的な群衆ではなく、醒めていて孤独な近代的都会人である公衆の姿である。彼ら

は群衆から離れる身振りを常にしてみせることによって、逆説的に「ひと」としての一様性

に埋没していく。 

                                                       

1 マルクスが『資本論』において、資本主義的人口法則を語る文脈で産業予備軍の術語を

用いたことが想起される。 
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 このようにハイデガーは、いささか批判的な論調で公衆を取り上げている。だが、そこに

は古めかしい二分法である本来的・非本来的という構図が透けて見えてしまう。これに対し

て、ハイデガーの哲学を精神医学に応用しようとした現存在分析は、異常と正常の二分法を

乗り越えて患者の現存在を理解しようとしたため、結果として公衆について中立的な視座

を確保できているように思う。とりわけ、ビンスヴァンガーに即して、この点を見ていこう。 

 

1-3．公衆と現存在分析 

 

 フロイト、ユングとの個人的にも親密な関係から徐々に離れ、ルードヴィヒ・ビンスヴァ

ンガ－がエドモント・フッサールの先験的現象学に沈潜するようになるのは、彼が 40 代に

達したころだった。若干年下のハイデガーが『存在と時間』を出版したのは、そんな折であ

る。この影響は直ぐにビンスヴァンガ－を捉え、彼は 1930 年には『スイス精神神経学雑誌』

に論文「夢と実存」を発表した。現存在分析の登場である。 

 さらに、戦後になるとビンスヴァンガーは、1945 年から 1952 年まで『スイス精神神経学

雑誌』に、現存在分析による統合失調症（精神分裂病）の症例研究を発表した。ビンスヴァ

ンガーはこれらの論文をまとめ、5 症例の分析からなる大著を 1957 年に出版する。それに

先立つ 1 年前、ビンスヴァンガーは「失敗した現存在」である統合失調症患者の態様を「思

い上がり」、「ひねくれ」、「わざとらしさ」の 3 類型に分けてより自由な叙述を行っている。

統合失調症患者は、自らを大衆から切り離された、神から選ばれたような特異な存在と見な

す妄想に囚われるが、これが「思い上がり」であろう。「ひねくれ」は、ビンスヴァンガー

の例示では、娘のためのクリスマスに棺桶を飾る統合失調症の父親のように、常識を逸脱し

た突飛な行動に出ることである。「わざとらしさ」は、統合失調症患者の言動や文章に見ら

れるような不自然な感じ、違和感のある癖のようなもののことに他ならない。 

 ハイデガーは、既に見たように公衆の特質を哲学的に把握し、現存在が匿名の「ひと」へ

と頽落している状態としたわけである。統合失調症についてのビンスヴァンガーの捉え方

は、この頽落に何らかの意味で失敗しているということに他ならない2。我々のほとんどが

                                                       

2 ビンスヴァンガー（1960）は鬱病について分析している。しかし、統合失調症とは異なり、

現存在分析の適用を相応しくないと考えたビンスヴァンガーは、ハイデガーから遡り、フッ

サールの先験的現象学を踏まえた分析を試みる。これはたいへん正当なことであり、気分を

伴う現象野の開かれ方に何らかの特殊性があるという鬱病の把握は、患者の実感に極めて

合致しているのではないだろうか。フッサールの現象学において、世界は未来志向、過去志

向、現表象という、志向性の先験的かつ構成的な時間構造の下で開かれてくる。ビンスヴァ

ンガーはこの先験的構造が、鬱病や躁病においては弛緩したり、縺れたり、喪失したりする

のだとした。だが、おそらく、こうした変化は、意識が対象を能動的に構成するコギトの次

元ではなく、フッサール（1939）の述べた先コギトという次元で起こっていると考えた方が
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大衆という存在へと頽落し、日常性のなかに埋没している。多くはおしゃべりと人への好奇

心と曖昧な人間関係に導かれ、共存在へと没入しているのである。 

 現存在分析が精神医学の方法として患者への理解を志向し、病の治癒を目指す限りで頽

落の失敗は克服すべき否定的なものと捉えられざるを得ない。逆に言えば、ビンスヴァンガ

ーらの現存在分析は、頽落した「ひと」としての在り方、公衆の在り方を正常さの観念の下

に肯定的に把握する身振りを余儀なくされることになる。ここに、ケインズと共通な 1930

年代の公衆観が反映されていると言えるのではないだろうか。 

 

2．ケインズと精神医学 

 

2-1．『貨幣論』におけるフロイト 

 

 ケインズは 1930 年に出版した『貨幣論』のなかで、フロイトの議論に言及している。第

35 章「国際的管理の諸問題－2．金本位」の冒頭に置かれた「呪うべき黄金慾」と題された

節においてである。ここでケインズは根深い金本位制への執着の理由を考えるにあたって、

フロイトとその弟子たちの説を引いているわけである。ケインズによれば、フロイトは、

人々の「潜在意識の深所」3に、「金が強い本能を満足させ、象徴として役立つ」4何らからの

理由が存在しているとした。そして、ケインズは、フロイトの弟子であるアーネスト・ジョ

ーンズの「予言」5を肯定的に引用して、彼が当時最新の精神医学思想であった精神分析を

信奉していたことを示しているのである。ジョーンズの「予言」とは、人々の心理に根差す

黄金欲が、第 1 次世界大戦後にイギリスがいかなる犠牲を払っても金本位制に復帰しよう

とする無意味な努力に繋がっているというものであり、まさにケインズが戦おうとしてい

る傾向であった。 

 実はこの時期、精神分析フロイト派の中心地は、フロイトの母国オーストリアからケイン

ズのいるイギリスに移ろうとしていた。フロイトは、当初の同志アルフレッド・アドラー6

                                                       

よい。フッサールによれば、この先コギトが原志向性の起動する受動的な層であり、この次

元でこそ、対象が意識によって統一的に構成され始める。鬱病や躁病はこのレベルに起こっ

た何らかの障害なのである。 

3『ケインズ全集』第 6 巻、259 ページ。 

4 同上。 

5 同上。 

6 アドラーはこの後アメリカ合衆国に移り、独自の心理学説を発表して世俗的な成功を収

める。こうした人生の経歴は、プロテスタント神学者としてアメリカで人気を集めること

になったが、人間的に問題があったことがしばしば伝えられているパウル・ティリッヒと

重なるもののような気がする。 
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と 1911 年に、国際精神分析協会の初代会長を委ねたカール・グスタフ・ユング7と 1913 年

に決別している。その一方で、1920 年になると、現在も国際精神分析協会の機関誌として

存続している『国際精神分析』が創刊されているのだが、これを行ったのがジョーンズであ

った。 

 ジョーンズは 1913 年にロンドン精神分析協会を設立したが、ほどなくユング派との抗争

に悩まされることになる。そこで、彼は自らの手でこの団体を解散して、1919 年、新たに

イギリス精神分析協会を設立したのであった。ジョーンズは、ブダペストやベルリンを中心

に活躍していた女性精神分析家のメラニー・クラインを 1924 年にロンドンに招き、新たな

団体の活動は活性化していった。 

 この間、フロイトの身には危険が迫っていた。ナチス・ドイツは、フロイトの著作を退廃

的として 1933 年にはベルリンで焚書に付した。それでも精神分析の母国オーストリアに留

まろうとしたフロイトであったが、1938 年 3 月にドイツ軍がオーストリアを占領した際、

ゲシュタポによって、後に精神分析家としてクラインと激しく対立ことになる、娘アンナ・

フロイトが一時的に拘束されたのを機にウィーンを離れる決断をする。そして、ジョーンズ

とマリー・ボナパルトの助力で、フロイト一家は 1939 年にようやくロンドンに到着できた

のであった。 

 ケインズがフロイトを引用して見せた 1930 年は、ちょうど、このような精神分析激動時

代のただなかであった。そして、その引用からは、ケインズが当時最先端の精神医学思想で

ある精神分析に深い関心を持っていたことが示されているし、その後、ケインズの経済学が

精神医学思想と密接に関わりながら展開されていくことが予兆されていると思われるので

ある。 

 

2-1．『一般理論』における公衆 

 

 『一般理論』のなかに大衆の心理面についての記述が多いことは知られている。まず、第

24 章「一般理論の導く社会哲学に関する結論的覚書」において、「利子生活者の安楽死」8に

ついて語っている部分である。ケインズは経済を停滞させる主因として、利子生活者たちの

貨幣愛を批判の対象としてきた。ケインズによれば、利子生活者とは「機能を喪失した投資

家」9のことに他ならない。それは、『貨幣論』におけるフロイト精神分析からの記述を継承

するものに他ならない。経済の発展によって資本の希少性は失われていくのだから、「資本

                                                       

7 ユングは、フロイトのもとに来る前、チューリヒにあるブルクヘルツリ精神病院に助手

として勤めていた。このときの上司が、統合失調症の概念を提起することになるオイゲ

ン・ブロイラーである。 

8 『一般理論』376 ページ。 

9 同書、377 ページ。 
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主義の利子生活者的な側面」10は「過渡的な局面」11であり、消滅すべきものなのである。 

 第 2 は、株式投資に関する記述に見られる群集心理の描写である。第 12 章「長期期待の

状態」において、ケインズは株式市場の状態を決定づけるものとして群集心理をあげている。

これがフロイト達による群衆論の諸議論を念頭に置いたものであることは論を待つまい。

この群集心理を読むことが「玄人筋の投資家」12の最重要な関心事となる。そして、ここに

現れるのが有名な美人投票の比喩13である。投票者全員の平均的な好みに近かった投票者に

商品が与えられる美人投票では、「平均的な意見はなにが平均的な意見になると期待してい

るかを予測すること」14に専念しなければならない。ここで 3 次元の領域に到達していると

ケインズは言う。さらに、「四次元、五次元、それ以上の高次元を実践する人もある」15であ

ろう。 

 ケインズは確かに従来の信念から脱却する困難について多くを語っているが、それは記

述の仕方やサーカスのメンバーについて記したものであるかもしれない。ケインズ自身は

自らの根本的な経済理論において、『一般理論』の前でも後でも、何か大幅に異なっている

とは思っていなかったのではないだろうか。そう考えれば、『貨幣論』や、さらに遡って『確

率論』に現れる分析が『一般理論』でも再現されていることは当然であると納得がいくので

ある16。それでは『一般理論』を『一般理論』たらしめている決定的な要因はなんであろう

か。本稿の主張は、それが公衆の発見であるというものである。 

                                                       

10 同上。 

11 同上。 

12 同書、156 ページ。 

13 ここで想起されるのは、精神分析家ジャック・ラカンの「欲望は他者の欲望である」とい

うテーゼである。ラカンは鏡像段階論を 1937 年に発表し、精神分析学界で一躍注目される

存在となった。幼児は最初自分を統一体として認識できず、単に動物的なエスとしてのみ存

在している。つまり、現実界の存在なのである。しかし、鏡に映った自分の姿を他者として

確認することによって、統一的な自我を確立するに至るのである。このように自我は他者か

ら想像によって類推された、その意味で想像界に属すものである。さらに、他者は言語や社

会規範といった他者 A、すなわち、大文字の他者として自己のうちに内面化されるが、こう

して生じる超自我は象徴界に属する。このような自我の確立過程で、人は他者が何を欲望し

ているかを見て自己の欲望を生ぜしめるのだが、これは長じても続き、人々が価値と認める

ものを自分も価値と認める傾向となる。実に公衆の姿そのものではないだろうか。 

14 同書、157 ページ。 

15 同上。 

16 アダム・スミス問題と同様ケインズ問題も存在し、前期と後期での連続説と断絶説が数

多く提出されてきた。断絶説に立つ場合、『一般理論』に現れる、『確率論』や『貨幣論』を

引き継ぐ叙述が悩みの種であった。しかし、ここでの解釈に従えば、問題は氷解する。 
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 公衆は『一般理論』のなかに 29 回登場する。内訳は表のとおりである。 

第 7 章 貯蓄と投資の意味についての続論 2 回 

第 8 章 消費性向（1）－客観的要因 1 回 

第 10 章 限界消費性向と乗数 3 回 

第 12 章 長期期待の状態 1 回 

第 13 章 利子率の一般理論 6 回 

第 14 章 利子率の古典派理論 1 回 

第 14 章補論  1 回 

第 15 章 流動性への心理的および営業的誘引 5 回 

第 16 章 資本の性質に関する諸考察 1 回 

第 17 章 利子と貨幣の基本的性質 3 回 

第 18 章 雇用の一般理論再説 1 回 

第 19 章 貨幣賃金の変動 1 回 

第 20 章 雇用関数 1 回 

第 21 章 物価の理論 2 回 

 一見して分かるように、公衆の語は、消費性向など大衆の心理的な分析の行われている箇

所や利子率に関する箇所に多く現れている。次に我々は、経済学における公衆論としてケイ

ンズ経済学を見た場合に何が見えてくるかを検討しなければならない。 

 

2-3．公衆の経済理論としてのケインズ経済学 

 

 消費性向について、ケインズはそれを決める客観的要因と主観的要因を区別して論じて

いる。第 9 章「消費性向―（Ⅱ）主観的要因」において、ケインズは現存在分析を想起させ

るように、「吝嗇」の動機と消費動機との「目録」を列挙している。「吝嗇」の動機は「用心」、

「深慮」、「打算」、「向上」、「独立」、「企業」、「自尊」および「貪慾」の 8 個である。また、

消費動機については「享楽」、「浅慮」、「寛大」、「誤算」、「虚飾」および「浪費」の 6 個があ

げられている17。その上でケインズは述べるのだが、これらの「美徳」と「悪徳」は総消費

額の決定に何の役割も演じないのである。と言うのも、これら大衆の心理状態は極めて安定

しており、これらが変化することで消費性向が変化することはない。だが、古典派は「吝嗇」

という「美徳」に敬意を払っていた。そう言えるのは、古典派は「吝嗇」によって消費性向

が抑制され、資本蓄積が促進されると考えていたからである。だが、その消費行動において

実に保守的な公衆の時代にこうした考えは該当しない。古典派は、利子率が必ず完全雇用を

達成するように統制されているという隠された想定を持っていたが、こうした非現実的な

                                                       

17 『一般理論』107 ページ。 
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想定が成り立つ場合のみ、「美徳」が支配力を回復する18。 

 公衆はその行動において、他人との一致を望むのだから慣行に従っている。第 12 章「長

期期待の状態」はそうした慣行を支える長期期待についての分析である。人々は行動を決定

するとき、「均等確率」を前提とした平均値である「保険数学的期待値」に従うことができ

ない19。だから、拠り所のない人々は実行可能な最善の策として慣行に従うという道を選ぶ

のである20。慣行の生まれてくる元は長期期待である。公衆の長期期待はしたがって、極め

て硬直的で頑迷なものである21。 

 このように硬直的な長期期待は、利子率の決定においても根源的な要因として働く。第 15

章「流動性への心理的および営業的誘因」において、ケインズは明確に述べる。利子率は「高

度に心理的な現象であるよりもむしろ高度に慣行的な現象である」22と。利子率の現実の値

は、「その値がどうなると期待されるかについての一般的な見解」23によって支配されてい

る。ここに顔を出すのも美人投票のメカニズムであるが、要は利子率が政策的な変更を容易

に許さないような、硬直的な性質を持っているということを言いたいわけである。 

 ケインズは、総消費額のような集計額がどのようにして決まるかを問題にしたのであっ

た。これは当時、集計的経済データが国家によって作成されるようになっていたからである

と同時に、国民所得会計論の研究も始まっていたからであった。『一般理論』出版以降、テ

ィンバーゲンを嚆矢としてケインズ理論に基づく計量モデルが作成され、萌芽的な稚拙な

方法論に基づくものであったが、データを用いたパラメーターの推定が行われるようにな

っていた。しかし、当のケインズはこうした試みをデータの錬金術として激しく攻撃した。

これはいまだに解かれていない学説史上の難問である。 

 ただし、ケインズの公衆観を前提すれば、この問題に一つの解答を与えることができる。

ケインズは、バラバラだが互いに同型の大衆である公衆を発見した。この同型性がケインズ

に、公衆を一つの行動様式を持った消費者として観念することを可能にした。したがって、

                                                       

18 同書、110-1 ページ。 

19 同書、150 ページ。 

20 これはとりもなおさず、ケインズらケンブリッジの若者が私淑した哲学者ムーアの見解

である。しかし、若きケインズはこうした保守的な見解に反発して『確率論』を書いた。賢

人は論理確率を必ず知ることができるのだから、無限の将来までの期待値を算出すること

も可能であるというのである。だが、ここではムーアの見解がそのまま述べられている。ケ

インズが老成したためであろうか、それとも、公衆の行動の叙述だからであろうか。 

21 だから、ケインズの発想からは「大衆の期待に直接働きかける政策」は出て来ようもな

い。現代日本の金融政策とその効果のほどは、ケインズの見方を、事実を以って証明してい

ると言えるだろう。 

22 『一般理論』201 ページ。 

23 同上。 
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理論記述においては、これらの公衆を一体のものとして扱い、分析することが可能になる。

こうして、本来のマクロ経済学的方法論が生み出された。しかし、現実には、個々の消費者

は所得水準を異にするし、消費性向もかなり異なっているであろう。となると、集計量を元

にして消費性向を算出したとしても、それはどの個人にも該当しない全く持って架空のも

のになるであろう24。さらに、集計量を用いて関数関係を仮定する計量モデルを作り、そこ

からパラメーターを推定したところで、所得分布が変化しただけで、そのパラメーター推定

値は不安定に変動することになる25。したがって、そのような推定には意味がなく、見果て

ぬ夢を追う錬金術に他ならないのである。 

 

おわりに 

 

 ケインズ経済学の同時代思想との関わりとして、非常に見やすいものには二つが指摘で

きるだろう。必ずしも学究的に示されてきたものではないかもしれないが、類似の構図が決

めて簡明である。 

 一つは、ジョルジュ・バタイユの提唱する普遍経済学との関係である。バタイユは、希少

性に価値を見出す限定経済のみを扱う経済学を批判し、祝祭と蕩尽を根底に含む普遍経済

を扱うべきとした。バタイユの場合、人間の消費行動の根源には宗教的な基盤を持つ放蕩へ

の欲求が存在する。普遍経済学で扱われるのは、供給過剰、需要不足の状態であるとされる

のである。だが、これは、コルナイ・ヤーノシュの言う供給不足経済から需要不足経済への

移行という 20 世紀的現象が背景となっているものであり、ケインズ経済学と同一の現実的

基盤を持つものと言えるのである26。 

 もう一つは、アルバート・アインシュタインの相対性理論との関係である。これは『一般

理論』というタイトル自体が一般相対性理論を真似てつけられていることから一目瞭然で

あり、ケインズが自らをアインシュタインと重ねていることをアーサー・セシル・ピグーが

揶揄していることからもわかるように、当時の人々にもよく認識されていた。実際、『一般

理論』の冒頭近くでも、古典派をユークリッド幾何学に、自らの理論を非ユークリッド幾何

                                                       

24 現代マクロ経済学の代表的個人モデルでは、全体の算出平均である、どこにも存在しな

い個人を理論の基本的前提としている。ケインズ公衆論から見たとき、その前提がいかに異

様に映るかは言うまでもないだろう。 

25 文脈は異なるものの、結論はルーカス・クリティークと同じである。 

26 バタイユの蕩尽の思想が生まれた背景には、現実経済の変化の他にフランスにおける奢

侈容認論の系譜の存在もあった。米田（2005）や米田（2016）は、奢侈容認論が、イギリス

のマンデヴィルに端を発しながらもフランスで独自の発展を遂げ、フランス革命期を通じ

ても途切れることがなかったとしている。まとまった思考としてはビュテル-デュモン

（1725－1788）のそれを忘れることはできないだろう。 
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学になぞらえていることからも、一般相対性理論へのリスペクトははっきりしている27。も

っとも、実際には『一般理論』は特殊相対性理論に似ている。特殊相対性理論は光速度がい

かなる慣性系に対しても一定であることから、距離と時間とが連動して変化しなくてはい

けないことを示した。ケインズは物価水準が一定であることから、貨幣量と生産水準が連動

して変化しなくてはならないことを示したのである。 

 本稿で扱ったのは、このいずれとも違う、ケインズ経済学と精神医学思想との関わりであ

った。本稿は、精神医学思想を媒介にすることで、公衆概念の発見がケインズの理論構築に

決定的な役割を果たしていることを示した。このことは上記の 2 事例と異なり、自明なこ

とではない。公衆概念を軸にしてケインズ経済学を解釈するとき、それがマクロ経済学体系

でなくてはならない必然性が明らかになる。さらに、現代マクロ経済学における代表的個人

という設定に対する批判的視座を確保できるのである。 
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