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山﨑 好裕 

 

 

概要 

 

 新型コロナウイルスの世界的蔓延は、予想しなかったかたちで経済に壊滅的な影響を与

えつつある。世界経済がこれほどまでに感染症のパンデミックに対して脆かったのは、各国

間で過度に人的・物的相互依存が進んでいたためであると言わざるをえない。そして、それ

は貨幣というメカニズムに依存した現代経済システムが、感染する、蔓延する、潜伏すると

いう点でウイルスと極めて類似したものであることに淵源がある。本稿では、マルクスの議

論を頼りに、貨幣が共同体に感染することを述べる。また、ウォーラーステインの世界シス

テム論を使って、貨幣が世界に蔓延した意味を考える。さらに、貨幣的最適成長モデルを用

いて、貨幣がその超中立性によって不可視となり、経済に潜伏することを言う。最後に、パ

ンデミック後の世界経済システムの再建にあたって留意すべきことを具体的に示す。 
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For the Revival of World Economic System 
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Abstract 

 

     The spread of new coronavirus all over the world is damaging the world economy 

seriously. We cannot help telling that the world economy has been very weak to a pandemic 

of infectious diseases because of excessive interdependence among countries. In fact, money 

and virus is very similar in their functions of infection, spread and latency. Marx told that 

money infects communities from their outside. Wallerstein told that money spreads all over 

the world beyond the borders and organizes the system of world economy. Money wants to 

be a frictionless medium of exchange. Money tries to hide itself in the economy as the super 

neutrality of money is held in the neoclassical growth theory. Finally this paper makes several 

proposal for the reconstruction of the world economic system. 

 

 

JEL classifications: B14, E41, E61, F42, N13. 

 

Keywords: Pandemic, Money, Virus, New Coronavirus Crisis, Reconstruction of World 
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はじめに 

 

 2020 年 4 月現在、新型コロナウイルスの世界的感染拡大に終息の目途は立っていない。

日本においては感染爆発の瀬戸際という判断から、政府・民間ともに厳戒態勢が敷かれてい

る。そうしたヒトとモノの流通が妨げられる異常な状況はカネの流れの停滞をもたらす。現

状ではリーマンショックとの比較で取りざたされることが多い新型コロナウイルスショッ

クであるが、早くも 1930 年代不況の再来を予測する声も上がり始めており、おそらくその

不吉な予言は的中することになると思われる。本稿はそうしたなか、やがて訪れる新型コロ

ナウイルスの鎮静化後に、壊滅的に傷つけられた世界経済システムをいかに再建すべきか

を示そうとしている。もちろん、それはこうした事態の再発を予防する観点から、新たな世

界経済像を提示することでもあろう。 

 現在の世界経済システムは、歴史的に市場経済のグルーバルな拡大というプロセスを経

て形成された。市場経済は貨幣によって形作られる。貨幣はいろいろな点でウイルスなどの

病原体によく似ている。これは比喩ではなく、貨幣は実にウイルスを模倣して設計されてい

るからである。もちろん、設計という言い方には語弊があることは承知している。なぜなら

ば、貨幣はフリードリヒ・フォン・ハイエクが言うところの自生的秩序であって、人間の意

識的な創作を超えたものであるからだ。しかし、ウイルスと貨幣は共にその生息領域、ある

いは流通圏を拡げることを至上目的とした自動機械である。目的が同じであり、その目的に

最も合致するように自然がメカニズムを設計すれば、当然相似形の存在となるのである。 

 今機械という言い方をしたが、ウイルスは完全な生物ではない。それは自立した代謝系を

持たず、寄生した宿主の細胞と融合することで細胞の栄養を自らの栄養として生きるしか

ない。また、自己増殖をすることができないウイルスは、通常の生物に比べて遙かに少ない

遺伝子情報を設計図として宿主の細胞のなかで自らをコピーして増えていく。だから、その

存在は有機的メカニズムと呼ぶのが最もふさわしい。 

 こうしたウイルスの特性はあらゆる面で貨幣と似ているのだ。今回、新型コロナウイルス

のパンデミックによってもたらされた世界経済の崩壊は、貨幣がかつて世界に拡がったの

と同じ道筋を通ってウイルスが拡がったことで迅速かつ致命的なかたちでもたらされたの

である。本稿はまず、貨幣がウイルスと共有する特性について多面的に分析していく。各章

のタイトルは、貨幣は感染する、貨幣は蔓延する、貨幣は潜伏する、と付けられている。そ

して最後に、世界経済システムの再生はどのようになされるのか、という展望と青写真とを
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描くことにしたい。 

 

 

1．貨幣は感染する 

 

 カール・ハインリヒ・マルクスはその主著である『資本論』の第 1巻のみを 1867 年に出

版し、自らの手で完成させることなく没した。もちろん、時代的制約ということなのだが、

経済学の体系としての『資本論』は古い時代の経済学を内容的に逸脱するものではなく、現

代経済学の観点からは見るべきものはほとんどないと言っていいだろう。しかし、『資本論』

には経済学をはみ出すところが多分にあり、それが経済諸現象の本質を見極める手がかり

となりうる。 

 その最たる例は、『資本論』第 1 巻冒頭に現れる価値形態論であろう。ここは経済学的な

評価が全く不可能な部分であるが、価値をその形態という観点から見ることで、商品、貨幣、

資本という自生的な展開の論理を独自のレトリックによって示してみせる。 

 まず、商品であるが、商品をよく見ると二つの全く異なった価値を持つことがわかる。一

つは使用価値、もう一つは交換価値である。商品はその物質的な特性としてまず人間に有用

な性能を持った財貨である。その性能を使用価値と呼ぶ。現代経済学では財の効用と呼ばれ

ているものである。しかし、よく考えてみたら、使用価値は商品として売買されない財貨に

もある。だから、商品を商品として有らしめているのは、売買され交換されることができる

という価値、即ち、交換価値であるということだ。 

 だが、交換価値はその商品自体によっては表現できない。その商品と交換される対象であ

る別の商品の分量を借りて表示するほかないのである。たとえば、リンゴ 1個はミカン 3個

に等しい、という具合に。マルクスの用語では、この場合のリンゴを相対的価値形態、ミカ

ンを等価形態という。 

 だが、リンゴ 1 個がいくらなのかを言うのに、毎回違った財貨の分量で表現するのは骨

が折れる。そこで、毎回等価形態に立つ、ある一つの商品を皆で決めることで、諸商品の交

換価値を統一的に表すことにした方が便利ということになる。こうして選ばれるのが、貨幣

商品・金である。金が選ばれたのには理由がある。まず、希少性が高く、その分交換価値が

大きいので、小重量でもって他の商品の交換価値を表示できる。また、展性と延性に富んで

いるため、細かく分割して利用ができる。 
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 こうして貨幣・金が特権的な商品となることで、その貨幣を増殖させようとする経済的欲

望が発生し、自己増殖する価値の運動体としての資本が生成する。これがマルクスの価値形

態論である。しかし、よく考えれば、価値形態論の起点に置かれた商品のなかに、既に商品

の交換という性質が含まれていることは明らかである。そして、歴史的には商品の交換が貨

幣を媒介とする売買でしかなかった以上、実際には貨幣は商品に先立って、または、それと

同時に存在したのでなければならない。商品が財貨一般と区別されるのは、その効能が所有

者自身による利用を目的としたものではなく、最初から別の誰かの利用を想定して交換の

ために生産されたものである、という 1 点においてなのである。つまり、貨幣は社会のなか

から自然発生的に生まれることはできず、その当該社会の外から感染によって持ち込まれ

たのでなければならない。 

 このことはマルクスの最大の発見であると思う。マルクスは次のように述べる1。 

 

ある使用対象が可能性の上から交換価値となる最初の様式は、使用対象が非使用価値

として、すなわち、その所有者の直接的欲望を超える使用価値のある量として、存在す

るということである。物は、それ自身としては人間にたいして外的のものである。した

がってまた譲渡しうるものである。この譲渡が相互的であるためには、人間はただ暗黙

の間に、かの譲渡さるべき物の私的所有者として、またまさにこのことによって、相互

に相独立せる個人として、対することが必要であるだけである。だが、このような相互

に分離している関係は、一つの自然発生的な共同体の成員にとっては存しない。それが

いま家父長的家族の形態をとろうと、古代インドの村やインカ国等々の形態をとろう

と、同じことである。商品交換は共同体の終わるところに、すなわち、共同体が他の共

同体または他の共同体の成員と接する点に始まる。しかしながら、物はひとたび共同体

の対外生活において商品となると、ただちに、また反作用をおよぼして、共同体の内部

生活においても商品となる。 

 

 貨幣は必ず共同体の外部からやって来る。そして、免疫のない無垢の共同体に瞬く間に感

染していくのである。感染後の共同体は、かつてのそれとはまったく別の姿となり、そして、

元には戻りえない。 

                                                      

1 Marx (1867)、訳書第 1分冊、157－158 ページ。 
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 新型コロナウイルスと同じように、貨幣の感染が劇症性のものであることは普通である。

マルクスは歴史の闇のなかから、貨幣に感染した共同体の悲劇を掘り出した。本源的蓄積論

である。マルクスは貨幣の感染がもたらした忘れられた悲劇を、次のようにレトリカルに表

現する2。 

 

この本源的蓄積が、経済学において演ずる役割は、原罪が、神学において演ずる役割と

ほぼ同じである。アダムが林檎をかじって、以来、人類の上に罪が落ちた。その起源の

説明は、過去の小話として物語られる。久しい以前のある時に、一方には勤勉で悧巧で、

とりわけ倹約な選り抜きの人があり、他方には怠け者で、自分のすべてのものを、また

はそれ以上を浪費するやくざ者があった。神学上の原罪の伝説は、とにかくわれわれに、

いかにして人間が額に汗して食うように定められたかを物語るのであるが、経済学上

の原罪の物語は、そんなことをする必要のない人々があるのはどうしてかを、われわれ

に示すものである。それはとにかくとして、前者は富を蓄積し、後者は結局自分の皮以

外には売るべきものを何ももたない、ということになった。そして、この原罪以来、あ

らゆる労働にもかかわらず、いまなお自分自身以外に売るべきものをもたない大衆の

貧窮と、久しい以前から労働することをやめてしまったのに、なお引き続き増大する少

数者の富とが生じたのである。かような愚にもつかない子供だましでも、たとえば、テ

ィエール氏は、所有権擁護のために、かつてはそのように才知に富んでいたフランス人

に、大まじめで言い含めている。しかし、所有権問題が登場するや否や、児童読本の立

場を、すべての年齢層と発育程度とにかかわらず唯一正しい立場であるとして主張す

ることは、神聖な義務となる。現実の歴史においては、周知のように、征服、圧制、強

盗殺人、要するに暴力が、大きな役割を演ずる。ものやさしい経済学では、初めから牧

歌が支配していた。正義と「労働」とは、初めから唯一の致富手段だった、もちろんそ

のつど、「今年」だけは例外だったが。実際には本源的蓄積の方法は、他のありとあら

ゆるものではあっても、ただ牧歌的だけではなかった。 

 

 貨幣に感染した商品生産社会では、生産要素として資本と労働を用いた大量生産が行わ

れる。その前提として、一方に資本が蓄積される半面、他方には労働以外の所得獲得手段を

                                                      

2 同上、翻訳第 3分冊、339－340 ページ。 
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持たない大衆が存在しなければならない。いったんこの市場経済が動き出すと、それは経済

発展のあたりまえの前提となり、規律正しい労働は徳目とされ、高所得も勤勉と節約の賜物

として道徳的に正当化されていく。だが、その最初に遡れば、共同体が貨幣の感染によって

解体されていく過程は、マルクスの言う通り暴力的なものであったことは否定できない。 

 新型コロナウイルスによる死亡者の増大も目下深刻な問題となっているが、貨幣の感染

も西欧列強の侵略というかたちをとった場合には多くの人間が死亡する事態へと立ち至っ

た3。 

 

アメリカにおける金銀産地の発見、原住民の掃滅、奴隷化、鉱山内への埋没、東インド

の制服と掠奪の開始、アフリカの商業的黒人狩猟場への転化、これらのものによって、

資本主義的生産時代の曙光が現れる。これらの牧歌的過程は、本源的蓄積の主要要素で

ある。地球を舞台とするヨーロッパ諸国民の商業戦がこれに続く。それはスペインから

ネーデルランドが離脱することによって開始され、イギリスの反ジャコバン戦争にお

いて巨大な規模をとり、シナにたいする阿片戦争等においてなお続行される。 

 

 かくして、貨幣の感染は世界中へと拡がり、蔓延した。 

 

 

2．貨幣は蔓延する 

 

 エマニュエル・ウォーラーステインが世界システム論を提唱したのは、もう半世紀近く前

のことである。概念は人口に膾炙し、当たり前の前提となって、もはや新味は感じられない。

しかし、政治と経済の世界的展開は、それ自体一体の有機的結合、つまり、システムとして

しか機能しないというその論旨は、新型コロナウイルスがまさにその世界システムを危機

に陥れている現在だからこそ新たな光が当てられるべきだろう。 

 新型コロナウイルスがそうであるように、貨幣もまた世界に蔓延せずにはおかない。世界

に隅々まで感染してこそ、貨幣はその完全な機能を展開できるのである。ウォーラーステイ

ンは、人類史のなかでそれまで唯一の世界システムであった世界帝国に代わって、近代の世

                                                      

3 同上、397 ページ。 
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界経済が出現してきたという、彼の視点を次のようにまとめている4。 

 

十五世紀から十六世紀初頭にかけて、ここにいう「ヨーロッパ世界経済」が出現した。

それは、帝国ではないが、大帝国と同じくらいの規模を有し、大帝国と共通の特質をい

くつかもっていた。ただし、帝国とは別の、新たな何かなのである。それは一種の社会

システムであり、この世界が従来まったく知らなかったものである。また、これこそは、

近代世界システムの顕著な特質をなすものである。ここにいう「世界経済」とは、あく

まで経済上の統一体であって、帝国や都市国家、国民国家などのような政治的統一体で

はない。実際、この「世界経済」はその域内―その領域を確定するのは容易ではないが

―に、まさにいくつもの帝国や都市国家、さらに成立の途上にある「国民国家」などを

包含しているのである。それは、文字通りの「世界」システムなのである。もっとも、

それが全世界を包含しているからというのではなくて、地上のいかなる法的に規定さ

れた政治単位をも凌駕しているという意味で、世界的なのである。それはまた、すぐれ

て「世界経済
・ ・

」である。というのは、このシステムを構成する各部分の基本的なつなが

りが経済的なものだからである。 

 

 では、なぜこの時期に、そして、ヨーロッパを中心として世界経済というシステムが登場

することになったのだろうか。ウォーラーステインはその要因を三つに分けて列挙してい

る5。 

 

このような資本主義的「世界経済」の確立にとって、決定的な意味を持つ条件が三つあ

った。すなわち、当該世界の地理的規模の拡大と「世界経済」が生み出す多様な生産物、

「世界経済」を構成する各地域に適した多様な労働管理の方法の開発、さらに（来たる

べき資本主義的「世界経済」の中核国家となるはずの）比較的強力な国家機構の創出、

がそれである。 

 

 地理的規模の拡大とは貨幣の流通圏の拡張、あるいは、貨幣というウイルスの感染地域の

                                                      

4 ウォーラーステイン（1974）、翻訳Ⅰ、17ページ。 

5 同上、41 ページ。 
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拡がりということである。貨幣によって国際的に売買される多様な商品を生産するために

労働の管理方法が開発されていなければならない。それが狭義の資本主義と呼ばれるもの

である。さらに、マルクスが述べた本源的蓄積を成し遂げる暴力装置として、中核国家が産

婆役を務める。 

 本来、国家を超越するように見える世界経済と、それを補完し共存する近代国家という、

一見すると矛盾した現象を、ウォーラーステインは次のように整序している。 

 

資本制生産様式に基礎を置く「ヨーロッパ世界経済」が出現したのは、十六世紀のこと

である。奇妙なことに初期のこの段階では、資本家たちはあまり旗幟を鮮明にはしてい

なかった。営業の自由は支配的なイデオロギーとはなっていなかったし、個人主義や科

学的思考法や自然主義、ナショナリズムなどでさえそうだった。こうした思想が世界観

として定着するには、一八・九世紀をまたねばならなかったのである。当時、一般化し

ているイデオロギーがあったとすれば、ステイティズムすなわち「国家理性」のそれを

除いてほかにはない。資本主義に国 境
フロンティア

はない。それなのに、資本主義が強力な国家の

発展によって支えられたというのはなぜか。この問題には単純な答はない。しかし、だ

からといって、この命題に矛盾があるというのでもない。むしろあべこべなのだ。資本

主義的な「世界経済」の顕著な特徴は、経済面での決定が第一義的に「世界経済」にむ

けられるのに対し、政治的決定は「世界経済」内のもっと小さな、法的まとまりをもつ

組織、すなわち国家―国民国家、都市国家、帝国を含む―にむけられたことにあったか

らである。 

 

 正直なところ、ウォーラーステインのこの説明にはいささか釈然としないところが残る。

結局、歴史的にそうであったからという以上のことは言っていないからだ。しかし、世界的

な新型コロナウイルスの蔓延を目の当たりにしている我々にとって、世界経済という本質

的にのっぺら坊のシステムにあって、万が一の危機が発生した場合に、国境においてヒトと

モノの移動を遮断し、危機の拡大を防ぐ何らかの英知であるような気分を持つことが避け

えないだろう。 

 世界経済という近代システムにおいては、現代に至るまで常に自由貿易と保護主義とい

う二つの思想がせめぎ合ってきたと言ってよい。実際、ウォーラーステインは、後に世界経

済システムの中核を担うイギリスやフランスが極めて保護主義的な重商主義政策をとった
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のに対して、自由貿易を貫いたオランダが果たした過渡的役割を強調している6。 

 

「ヨーロッパ世界経済」を全体としてみた場合、拡大の時代が終ると、オランダの世界

貿易がいわば貴重な生命線となって、システム全体を動かし続けたように思われる。こ

の時代には、国内の政治・経済機構の再編に精力を集中せざるをえなかった国が多かっ

たのとはまさに好対照である。しかし、他方では逆にネーデルラントの政策が成功した

のは、英・仏両国がまだ十分に重商主義政策を展開しておらず、自由貿易の原理にもと

づいて活動しているオランダ人商人の市場には、本当の意味では喰い込んできていな

かったからだ、ということもできる。オランダ人がまだスペインとの関係と維持してい

て、金融市場を牛耳っているなど、あまりにも強力であったということなのであろう。 

 

 重商主義政策では、関税等の貿易制限によって貿易黒字の最大化を目指す。これは表面的

には、世界に蔓延したいという貨幣の欲望と矛盾するように思われるかもしれない。しかし、

実際の効果として重商主義政策は、国内の生産力を高めることによって、今言うところの国

内総生産を大きくして税収を増やし、国家財政を黒字化することを目指すものであった。こ

れは国家が骨の髄まで貨幣に感染していることを意味しており、国家は貨幣に支配されて

重商主義政策を推し進めたのだ、とすら言えるのである。 

 最後にウォーラーステインは、国家の存在を不可欠の契機として自らを安定させざるを

えない現実の世界経済システムを総括した後で、世界帝国、世界経済に次ぐ第 3 の世界シ

ステムを展望する叙述を残している7。新型コロナウイルスによって新たな世界経済システ

ムを創出しなければならない状況に置かれている我々にとって、半世紀前の考察を新たな

視点から思い起こさなければならないだろう。 

 

資本主義とは、経済的損失を政治体が絶えず吸収しながら、経済的利得は「私人」に分

配されるような仕組みを基礎としている。経済の形態としての資本主義は、経済的要因

がいかなる政治体にも完全には支配しきれないほど広い範囲にわたって作用している

という事実に基づいて成立する、と思われる。こうなると資本家は、自由に術策をめぐ

                                                      

6 ウォーラーステイン前掲書、翻訳Ⅱ、45ページ。 

7 同上、281 ページ。 
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らすことのできる構造的基礎を与えられるのである。こうして、「世界経済」はたえま

なく発展することが可能になるのだが、その発展によって得られる報酬の分配は極端

に不均等であった。これほど高い生産水準を維持しながら、これとは違った分配制度を

もつ世界システムがありうるとすれば、それはいろいろなレヴェルで政治上の決定権

と経済上のそれが再統合されているような形態のものでなければなるまい。それは、

〔世界帝国と「世界経済」につぐ〕第三の種類の世界システムということになる。それ

こそ社会主義的世界政府の成立を意味するはずである。しかし、しかし、現存の社会主

義政権はどれもこれにはあたらないし、まして一六世紀にはそのようなシステムは、夢

想だにしえなかった。 

 

 資本主義や社会主義という経済制度をフレームワークに用いているところは、ウォーラ

ーステインの時代的制約である。やはりそこに由来して、ウォーラーステインは現世界経済

を、所得格差を重要な特質として把握しているのである。これは現代においても、トマ・ピ

ケティの著作などによって振り返られ続けている視点である。そういう視点に立てば、代替

的な世界システムは、所得分配の平等に国家が責任を持つ社会主義的なそれ以外にないと

いう結論になるだろう。 

 しかし、同じく社会主義という言葉を使いながら、カール・ポランニーは全く異なった代

替システムを考えていた。ポランニーは我々の市場経済は、本来社会に内在していた経済の

領域が独立して、母体である社会を凌駕している状態であると考えた。こうして引き起こさ

れる経済の暴走を抑えるためにポランニーが提案するのは、経済を再び社会に埋め戻すこ

とである。ウォーラーステインも、現世界経済システムは国家が経済を補完するが、主導権

は経済の側にあると考えていた。とすれば、ポランニー的な代替システムをウォーラーステ

インの文脈に置けば、来たるべき新たな世界システムは、社会が主導権を握って経済を制御

するものでなければならない。 

 こうした視点がなぜ現代のわれわれに必要なのであろうか。それは新型コロナウイルス

によって世界経済システムが解体した原因が、我々の市場経済が社会の制御を超えるほど

に過度の国際的相互依存を生み出してしまったことにあるからである。そして、それは同時

に、金融センターを持つ国々と労働のみ豊富な周辺諸国の所得格差の原因でもある。こうし

た過度の相互依存を国家や社会が制限し、国内的な衰退地域に雇用や生産の拠点を持って

いくことが必要である。そうであったならば、パンデミックによって急激な世界経済の分断
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が生じたとしても、世界経済システムの後退は現状とは比較にならないほど軽微なもので

あっただろう。 

 

 

3．貨幣は潜伏する 

 

 貨幣が共同体と諸国深くまで感染し、世界の津々浦々までに蔓延すると、今度は自らの姿

を消して潜伏しようとする。貨幣がその存在を感じられなくなり、空気のようになったとき

こそ、貨幣が最大の成功を収めたときである。なぜそう言えるかと言えば、貨幣は交易の媒

介をその任務としており、その目的に照らして、摩擦なく財貨を流通させて自らは透明な存

在となるのが理想だからだ。実際、現代経済学では貨幣は徹底して不可視の存在として扱わ

れる。 

 景気循環は経済学の歴史を通して貨幣を原因として引き起こされると考えられてきた。

貨幣の融通の一種の価格である金利が過度に低く維持されると、企業の設備投資が必要以

上に進んで過剰な生産能力が蓄積される。自然な需要をはるかに上回る供給力の存在は、金

融的な危機をきっかけに突如顕在化して不況へと転換していく。バリエーションは多々あ

るが、経済学における景気循環の理論はいずれもこうした論理を雛形にしたものである。 

 現代的な長期の経済停滞の原因を追究したジョン・メイナード・ケインズの理論も、そう

いう意味では同様の論理の一亜種である。ケインズは長期不況の原因を金利の高止まりに

集約して考え、貨幣供給の増大によって不況から脱出する方法を探った。不思議なことに、

綺麗に 20 年周期の景気循環が観測された 19 世紀の古典派経済学は景気循環の理論を持た

ない。これは当時の経済学者たちが貨幣ヴェール観と呼ばれる貨幣観を前提にしたためで

ある。貨幣は実体経済のヴェールのようなものであり、貨幣の存在は実体経済にいかなる影

響も与えるものではないと考えられていた。 

 だが、今から 40年前に登場した実物的景気循環論では、その名の通り、貨幣の存在を前

提せずに景気循環が説明される。実物的景気循環論では、景気循環は貨幣に由来する攪乱に

よってではなく、新技術の誕生や一次産品価格の高騰といった生産性についてのプラスま

たはマイナスのショックによって生じると考える。こうしたショックは確率的なものであ

り、平均すれば効果は 0 になるのだが、労働供給や設備投資の変化によって経済経路の循

環的変動をもたらすように理論化がなされている。さらに、実物的景気循環論では、貨幣供
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給と実体経済の変動とに相関関係があることが実際に観測されていることについて、実体

経済から貨幣供給へという因果関係をもって説明を行う。すなわち、実体経済で生産が増加

すれば、それが銀行部門の預金額を増大させるし、逆の場合は逆であるというのである。つ

まり、現代経済の理論的ベースを成している実物的景気循環論では、貨幣はその姿を全くく

らましているのである。 

 ここであえて貨幣を明示的に導入した経済理論を考えてみよう。経済のなかの代表的個

人は消費と貨幣の保有から効用を得ているとする。つまり、貨幣がそれ自体効用を生み出す

というかたちで貨幣を明示化している。各期の効用は、消費を c、貨幣保有量を mとして 

 u = u(c,m) (1) 

と表わされる。消費と貨幣保有量による効用の決まり方であるが、代表的個人が適当と考え

る消費・貨幣実質残高比率を γとすれば、c＝γmとなり、式（1）は結局m だけの関数 U(m)

と考えていい。 

式（1）の効用を無限の将来まで合計すると、δを主観的割引率として 

 
W = ∫ [U(m)]

∞

0

𝑒−𝛿𝑡dt 
(2) 

となる。代表的個人はこのＷを最大化するが、その際の制約条件は 

 a = k +m （3） 

 �̇� + 𝑛𝑎 = 𝑓(𝑘) + 𝑥 − 𝜋𝑚 − 𝑐 （4） 

である。ここで、aは一人当たり実質資産額、kは一人当たり資本、n は人口増加率、f(*)は

生産関数、x は一人当たり実質貨幣移転、πはインフレ率である。 

 最適化の条件を導くためのハミルトニアンは 

H = U(m) + λ[𝑓(𝑘) + 𝑥 − 𝜋𝑚 − 𝛾𝑚 − 𝑛𝑎] + μ[𝑎 − 𝑘 −𝑚] (5) 

となる。ここから導かれる最適化の一次条件は 

 ∂H

𝜕𝑘
= λf′(k) − μ = 0 

（6） 

 ∂H

𝜕𝑚
= U′(m) − λ(π + γ) − μ = 0 

（7） 

 
λ̇ = −

∂H

𝜕𝑎
+ δλ = (n + δ)λ − μ 

(8) 

である。式（6）と式（7）からμを消去すると 
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 U′(m) = [𝑓′(𝑘) + 𝜋 + 𝛾]𝜆 （9） 

という条件にまとめられる。 

 名目貨幣供給量を θ、財の価格をｐとすれば、実質貨幣残高の成長率は 

 ṁ

𝑚
= 𝜃 −

�̇�

𝑝
− 𝑛 

（10） 

となる。また、財の需給均衡は 

 𝑓(𝑘) = 𝛾𝑚 + �̇� + 𝑛𝑘 （11） 

である。定常状態では実質貨幣残高、資本、ラグランジュ未定乗数λは変化しなくなるため、

式（6）と式（8）から 

 f′(k) = n + δ （12） 

が導かれる。これは資本の限界生産力が人口増加率と主観的割引率の和に等しいという、貨

幣がない状態で成り立つ条件に等しい。このことを貨幣の超中立性が成り立っている、と表

現する。 

 ただし、定常状態では成り立っている貨幣の超中立性が、経済の動学的経路では一般的に

成り立たないことが知られている。これは名目貨幣供給量 θ の変化が消費の変化を通じて

資本の時間経路に影響を及ぼすためである。しかし、それでも現代経済学は貨幣当局が貨幣

の超中立性を満たすように貨幣供給量を調整することを要求する傾向がある。つまり、経済

学も貨幣の透明さへの欲望に力を貸しているのである。 

 

 

おわりに 

 

 パンデミック後の世界経済システムは、もはや、以前のそれとは異なっているだろう。

我々は新型コロナウイルスと同様の脅威に対して、可能な限り強靭な世界経済システムを

再建していくのでなければならない。 

 今回の危機の教訓は、感染症が発生した場合、いち早く国境を超えての人的・物的交流を

遮断しなくてはならないということである。しかし、国際的な相互依存が過度に進んだ現代

世界経済において、それは経済に壊滅的な打撃を与えるとして躊躇される措置であったし、

結果として現在のようなウイルスの世界的蔓延を招いてしまった。であれば、人的・物的経

済交流の遮断が破壊的な影響を与えないような経済システムを再建することが必要である
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し、それは国際分業の行き過ぎに一定の留保を求めることによってしか実現できない。 

 経済の国際分業には垂直的なものと水平的なものとがある。垂直分業を説明するのは、古

くから存在するヘクシャー＝オーリン・モデルである。財貨には労働集約的なものと資本集

約的なものがある。経済学では財貨を生産するときの要素として人手を意味する労働と機

械などに姿を変えて生産に貢献する資本の二つを考える。ヘクシャー＝オーリン・モデルは、

国によって労働が多く存在する国と資本が多く存在する国という違いがあるので、各国が

それぞれ多く存在する生産要素について集約的な財の生産に集中する結果、工程の川上と

川下に分かれた垂直的な国際分業が生じるとしたのである。農産物のような生産工程の川

上にある財は労働豊富な後進国が、工業製品のような川下の生産物は資本が豊富な先進国

が得意としているというのである。現代はインターネットを用いた生産工程の細分化が国

際的に進んでおり、いわゆるグローバル・サプライチェーンが高度に発達していた。このこ

とが垂直的な人的・物的交流を推し進めていたのである。 

 もう一つの水平分業はヘルプマン＝クルーグマン・モデルなど比較的近年の理論で説明

される。たとえば、自動車という一種類の財であっても複数の国で生産されており、それが

貿易によって相互の国の消費者へと届けられている。こうした分業はヘクシャー＝オーリ

ン・モデルでは説明できない。ヘルプマン＝クルーグマン・モデルは、現代の消費者の嗜好

が多様化しており、自動車でもその嗜好に合わせて車種などが細分化していることに注目

される。一般に工業製品には規模の経済が働いて一か所で大量に生産した方が、そうでない

場合に比べてコストが低下するなど効率化が進む。だから、一国内の多様な消費者を満足さ

せる製品を小ロットで生産するよりも、ある国はある種の製品に、他の国はそれ以外の製品

に生産を集中させた方が双方にとって好ましい。生産された多様な財貨は貿易によって相

互に交換されるから、こうした水平分業もまた現代世界経済の相互依存性を過剰に高めて

きた原因であった。 

 こうした経済の論理はそれ自体として抑制することはできない。したがって、これを安全

な範囲内に抑制しようと思ったら、国家が危機管理の観点、あるいは、社会の安全確保の観

点から協力に介入する以外にない。これまでの世界経済では、各国は経済の論理を後押しし、

国際的な人的・物的移動を促進する方向で政策を展開してきた。国家の軸足は経済と社会の

うち、経済に置かれていたと言えるだろう。しかし、狭義の世界経済に代わる新たな世界シ

ステムでは、国家が社会に軸足を置いて経済に目配りしていくのでなければならない。 

 とは言え、もちろん、国家が強権的に経済を管理するのでは、経済は窒息して死滅してし



14 

 

まう。国家は経済主体のインセンティヴに配慮した誘導という方式で経済に介入して、国際

的な過度の依存を排した、地域的自立性の確立に努めるのでなければならない。まず、物的

交流を制御可能な水準に抑えるために輸出税を活用すべきである。貿易を制限するために、

これまで一般的に関税が使われてきた。しかし、関税は他国の生産物の流入を防ぐというこ

とに目的があるため、相手国にとって極めて攻撃的に映る。しかし、自国の輸出を抑制する

輸出税は自国から他国への財の移出を抑えるにとどまらず、輸入代替的に国内産品への需

要を高めるため、結果としてマイルドなかたちで輸入を抑えることにもつながるのである。 

 日本においてもアメリカを追うようにして国内産業の空洞化が進んできていた。物的国

際交流が後退すれば、それを補うために国内の生産力を再度高めなくてはならない。その受

け皿としては、国内産業の空洞化の悪影響を直接受けてきた地方以外には考えられないだ

ろう。地方自治体はもちろんであるが、中央政府も挙げて、税制や無償援助のかたちで企業

の国内諸地方への投資を援助しなければならない。また、第 3 次産業も含めた本社機能の

地方分散も、これまでのように掛け声倒れに終わることなく断固として進めていかなくて

はならない。 

 もちろん、それにしても国際貿易と相互依存性はかなりの程度残らざるをえない。したが

って、感染症などの危機が再発した場合に備え、生産や業務が維持できるようなソフト、ハ

ード両面のインフラを整備しておくべきである。まずは原材料の備蓄である。これまでイン

ターネット技術の発展は、在庫の減少によって保管コストを削減する方向にだけ寄与して

きた。しかし、いざというときに生産と流通を維持するには安全保障の目的で相当程度の在

庫を保持しなければならないことが明らかになった。政府としても補助金などによって在

庫の積み増しを支援すべきである。また、国内外の事業所を問わず、意思決定を可能な限り

分権化しておくことで人的移動を最小化しても経営機能に支障が出ないようにすることが

可能である。インターネット技術を真に活用するかたちで広範に取り組むことが求められ

る。 
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