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―この50年とこれからの日本を考える*― 

 
 
 
 
 
■ は じ め に 

あいにく風邪気味で少しお聞き苦しいかもしれませんが、しばらくお時間をいただきた

いと思います。 

一橋祭の行事の一つということで、たくさんの方にお集まりいただきまして大変ありが

とうございます。一橋祭の幹事の学生さんにはこういう機会を企画していただきまして、

過去を振り返って私がお話しできるのは大変光栄に思っております。 

きょうのお話は少しタイムスパンの長い話で、卒業生の皆さんにも大学時代の講義を思

い出して懐かしんでいただくというご案内ですけれども、今の大学は専門分野が細かく分

かれていまして専門の話ばかりではおもしろくもないことになりますので、専門の話より

も範囲を拡げてお話させていただきます。私は、一橋大学では約30年間教鞭をとってまい

りましたが、その後、ほかの大学で教鞭をとるなどして20年余り過ぎております。その50
年ばかりを振り返ってお話しさせていただきたいと思います。 

昨年（平成27年）は戦後70年ということで、安倍首相の談話などが注目されましたが、

                                                        
* 本稿は、昨平成28年（2016年）11月6日に一橋大学一橋祭の催しの一つとして行われた特別講演

「私の一橋大学30年とその後の20年を振り返って――この50年とこれからの日本を考える」の速記

録に基づいて整理・加筆してまとめたものである。掲載を許可された如水会および一橋大学一橋祭

委員会に感謝する。 
主催者の学生の組織である一橋祭委員会の幹事会からの依頼では、卒業生OB・OGの出席者が多

いと予想されることから、大学での想い出に関わる内容の話をということであったが、講演者とし

ては、この50年が日本だけでなくアメリカをはじめ先進資本主義国のすべてが経験してきた大き

な変化の時代であり、また聴講者にとっては、その大半から全部が自分の人生と重なる時期であっ

たのであるから、共通の時代を振り返り、そしてこれからの時代についてともに考えてみたいとし

て準備した内容のものとなった。 
また本誌を機関誌とする（一財）統計研究会は本年（2017年）創立70周年を迎えるが、その70

年間も本稿でとりあげた時代を完全に含むものである。本誌の読者にもその趣旨をご理解の上一読

いただければ幸いである。 

宮 川 公 男 

（一財）統計研究会会長・一橋大学名誉教授 

創立70周年記念特別寄稿 
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きょうの私の話は、その70年のうちの後のほうの50年から60年に当たるものです。ここに

お集まりの方はほとんどが戦後生まれの方だと思いますから、皆さんの生きてこられた大

部分あるいは全部をすっぽり含んだ期間の話になると思います。 
この期間には、これからお話ししますように、ものすごく大変な変化が起きた時代でし

て、非常に長い目で見て、この50年ばかりは歴史的な非常に大きな転換期だったと思い

ます。これからその転換期について、私がどういうことを考えたか、その期間について一

緒に考え、また学生諸君にはこれからのことを考えていただきたいと思います。人間は誰

でもこれから自分はどうなるのか、学生さんであれば、何年か後には就職してどんな会社

に入っているだろうか、あるいはその後どういう結婚をして、会社生活を送るんだろうか

とか、あるいは中には大学院で勉強したりして研究者になっているかもしれないとか、将

来のことを必ず考えると思います。人間というものは必ず将来を考える。そのときに必ず

過去も振り返って考えると思います。人間というものはおよそ自分の将来をどういうふう

に考えるかということを、皆さんも一緒に考えていただきたいと思います。 
  

■「遠い過去、昨日、今日」： ハイルブローナーに学ぶ 

そこで、きょうの私の話の一つのキーワードは、私が翻訳・出版しているもので、ロ

バート・ハイルブローナー（Robert L. Heilbroner, 1919-2005）という人が1996年に書い

た『未来へのビジョン』という本がありますが、その中の言葉です。ハイルブローナーは

非常に有名な経済学者で、知る人ぞ知るですけれども、彼の書いた経済思想史（『入門経済

思想史 世俗の思想家たち』）は、アダム・スミスから始まって、マルサス、リカード、そ

れからさらにずっと下って、マルクス、ケインズ、シュンペーターというふうに有名な経

済思想家のことを書いたものです。この本は約400万部も売れて、サミュエルソンの『経

済学』に次ぐ経済学のベストセラーになっており、何十カ国語にも翻訳されています。 
私はハイルブローナーの考え方に非常に共鳴しており、その中の『未来へのビジョン』

をまず一つの基調にしたいと思います。それをイメージ図に描いたものがスライド①です。 
ハイルブローナーはその中で、十数億年という長い人間の歴史を非常に大胆に三つに区

切りまして、まず 初は、その大部分の期間、すなわち17世紀末、大体1700年ぐらいまで

を「遠い過去」と呼んでいます。その次の18世紀から過ぎ去ったばかりの20世紀の1970
年代ぐらいまでの期間を「昨日」と呼んでいます。そしてその後を「今日」と呼んでいま

す。そしてその三つの時代、「遠い過去」、「昨日」、「今日」のそれぞれの時代の人たちが、

自分たちの将来をどう見ていたかということを論じているわけです。 
まず第一に「遠い過去」の未来ビジョンは無変化です。文化的には変化はいろいろあっ

たといえますが、経済学者として考えると、ほとんど無変化、変化がない。きょうはきの 
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スライド① 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

うと同じ、あしたはきょうと同じ、あさってはあしたと同じというふうに、日がたっても

ほとんど変化はないという無変化と特徴づけています。そしてこの期間の人々の心情は「あ

きらめ」であったといっています。同じようなことはケインズもいっておりまして、彼は

紀元前2000年からの4000年近くの間を考えて、その間の3600～3700年ぐらいは無変化だっ

たとしています。それは資本主義以前の期間として、資本の蓄積がなかったことと技術の

進歩がなかったためにほとんど変化がなかったといっております。 
次に、ハイルブローナーは、このような「遠い過去」に続く2世紀半余りの期間を「昨

日」と呼び、この時期の未来ビジョンを特徴づける言葉は「進歩」であるといいます。こ

れは右肩上がりの時代です。きのうよりもきょうはよく、あしたはきょうよりもさらによ

く、あさってはさらによいという右肩上がりの時代です。これは資本主義が芽生え、発展

するとともに、資本の蓄積が進み、また技術進歩も始まったことによるものです。 
ところが、第三に、ハイルブローナーによれば、その「昨日」が変調を来すようになっ

たのが、1970年ごろであり、彼はその後を「今日」と名づけております。時間のずれはい

ろいろあり、私がどう考えるかは次にお話ししますが、いずれにしても1970年ごろという

のは非常に大きな転換期だったといえると思います。 
その後は、このイメージ図（スライド①）にありますように、「今日」の時代には、あし

たはきょうよりもよくなるとか、あさってはあしたよりもさらによくなるとかということ

はほとんどわからない、非常に不確かな時代で、したがって、イメージ図に描きますと上

がったり下がったりで、一体どっちの方向に行くかわからないという、そういう時代に入

っていって、それを「今日」といっているわけです。今日の時代を特徴づける言葉という

のは「不確かさ」、「不確実性」といっております。それをキーワードであらわすと「不安」
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である、「心配」である、そういうことです。したがって、今日を特徴づけているものは不

安とか心配、私はまさにそのとおりだと思います。若い人は、これから自分の職や収入は

どうなるだろうか、年をとって自分の年金はどうなるのか、長寿社会で長生きするけれど

も、本当に健康で長生きできて、しかも年金も心配なしにもらえるのだろうか、あるいは

病気になったときの医療費はどうなのだろうかというように心配だらけで、どうなるかわ

からないという時代です。まさにこれらが「今日」の時代の非常に大きな特徴である。ハ

イルブローナーのこの本は小著ですが、これについて非常に興味深く論じております。 
 
■ 経済指標にみる過去の70年 

そこで、これを経済指標で見てみるとどうなるでしょうか。経済指標としては、例えば

GNPとかGDPとかいろいろありますが、一つのわかりやすい指標は株価です。日本では「日

経平均」という株価、アメリカでは「NYダウ」という株価指数が毎日のニュースになっ

ています。安倍首相の執務室にも日経平均のボードがあると聞きますし、黒田日銀総裁の

執務室にもあると思います。それを毎日気にして、経済というものを見ている。それら二

つの株価指標の過去70年近くの動きを示したものがスライド②のグラフで、日経平均をグ

レー線で、アメリカのNYダウを黒線で表わしています。 
さて、日本の場合には、今の日経平均は1949年5月にスタートしております。アメリカ

の場合にはつい先頃2016年の5月に120周年を迎えましたので、120年前からあります。

日経平均はあと3年後ぐらいに70周年を迎えることになります。そういう歴史の差はあり 
 

スライド② 

日経平均とNYダウの推移 
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ますが、そのグラフを見ていただきますと、日経平均の場合には1989年がきわ立って高く、

いわゆるバブルの 盛期で、1989年の末には3万8950円というピークをつけています。 
しかし、そのときNYダウはまだ1万ドルにもはるかに遠く、わずか2753ドルでした。現在

（2016年11月）は、NYダウは1万8000ドル近辺、日経平均は1万7000円近辺で、わずか1000
ポイントぐらいの違いの数字で、同じくらいの差で、逆にNYダウの方が高くなっています。 

株価は経済の鏡とよくいわれますが、ごく大まかには経済の動きをよく表しているとい

えます。この図によれば、日本は1989年までは完全な右肩上がりで、ハイルブローナーの

いう「昨日」の時代です。ところが、その後の1990年代以降を見ますと、日経平均はもの

すごい上下変動が反復されています。そして2012年末からのアベノミクスでいったん2万
円をこえるまで上がりましたが、現在はまた下がって、1万7000円くらいにまでなってき

ています。 
これを見てもわかりますように、日経平均は、1980年代までは完全な右肩上がり、進歩

の時代でした。ところが、その後、1990年代に入って「失われた10年」、さらに「失われ

た20年」、さらに今はもう25年以上たっており、30年になろうかというのが現在の時代で、

ハイルブローナーのいう「今日」に完全に突入していて、上下変動で先行きがなかなか見

えないという時代に入っていると思います。 
NYダウも同じようなことがいえるのですが、少し違いがあります。このことについて

はここで説明する余裕はありませんので省略しますが、NYダウの場合には、日経平均か

らちょうど10年遅れて、1999年の12月31日には1万1497ドルで、これがNYダウのそれま

での 高値でした。 
ここまでを見てみますと、この間アメリカは、日本のこういう上下変動と違って、まだ

やや右肩上がりです。ちょうど10年おくれてアメリカは一つのピークになりました。しか

し、その後、アメリカのほうを見てみますと、やはりもう上がったり下がったりです。ただ、

傾向的には多少上がっています。しかし、やはり基本的には上がったり下がったりです。し

たがって、日本についても、アメリカについても、ハイルブローナーのいう「今日」の時代

になり、上下変動のくり返しの、先行きがわからない時代になっています。 
少し長くなりましたが、以上のことをまずは頭の片隅に置いておいていただいて話を聞

いていただきたいと思います。 
 
■ 私の一橋の教職時代の始まり 

主催者のご希望もあり、ここで私のことも多少話をしなければなりません。まず私の経

歴を簡単にお話しします（スライド③）と、1953年に経済学部を出まして、1958年に大学

院の博士課程を修了しました。経済学部のときには杉本栄一先生のゼミナールで、理論経 
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スライド③ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

済学を専攻しておりました。ご承知の方もあるかもしれませんが、その当時、一橋大学は

新制大学になったばかりですが、その旧制大学時代から経済学の基本について「経済原論」

というのが必修科目でした。それを担当されていたのが、一番有名な中山伊知郎教授でし

たが、同時に杉本栄一教授がもう一つ「経済原論」の講義を行っており、同じ経済原論と

いう経済学部のキー科目を2人の先生が並行するという体制、それが並行講義といわれ、

日本の大学の中では有名になっておりました。私はその杉本先生のゼミナールに入りまし

た。ところが、杉本先生は私が卒業の年に52歳で亡くなられました。したがって、私の卒

業論文は先生に見ていただけなくて、杉本ゼミOBの伊東光晴先生など先輩のご指導を受け

ながら仕上げました。そして新設の大学院に進みましたけれども、大学院で何を専攻しよ

うかということになりました。杉本先生のレパートリーは非常に広く、そのレパートリー

の中に計量経済学というのがあり、それをやってみようということを決め、そのためには

統計学を勉強しなければならないということで、計量経済学、統計学の勉強を学部の時代

からやっておりました。 
ところが、その学問は、戦後の混乱期に日本に入ってきたばかりで、専門の先生が少な

く、一橋だけでなく一つの大学の中だけでは十分には勉強できないこともあり、一橋の外

に飛び出しまして、いろいろな大学や諸機関での勉強にも参加しました。その当時は、統

計学、計量経済学の一種のブームで、ビジネス界でも統計、例えば統計的品質管理だとか、

あるいは市場調査に統計学を盛んに使うとか、また政府でも経済計画のために計量経済学

を盛んに使うということで、一つの大学にこもっていたのではとても十分には勉強ができ
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ないので、外の活動に参加することによっていろいろな研究をすることができました。そ

の中に、いま私が会長をやっております（財団法人）統計研究会にいくつもの研究部会が

あり、その中のいろいろな活動に参加しました。その中の一つに経営統計部会というのが

ありまして、そこで先生方の議論をまとめるといった書記のような役割を院生時代からつ

とめ、ほかの大学の先生にもご指導を受けるということになりました。 
そうこうしている間に、一橋の商学部からその新しい動向に沿った新科目が大学として

必要なので、大学院修了後経済学部から移って商学部のスタッフになれということで、商学

部のスタッフに採用されました。そして助手、専任講師の身分の間は経営学の勉強をせよ、

授業は持たなくていいということで、産業経営研究所（現在のイノベーション研究センター）

の勤務になり、経営学の領域での新しい分野を開拓するという任務を負ったわけです。 
その間、統計学の関係で、日本銀行統計局で仕事をお手伝いするとか、大蔵省に新設さ

れた経済理論幹部候補生研修の講師をしたりしました。特に大蔵省の研修には他の官庁と

か銀行などからも受講生が選ばれてきており、広く人的なつながりができ、大学院時代か

ら非常に忙しく過ごすことになりました。一橋では象牙の塔の中で非常に立派な研究をし

ている人がたくさんいたわけですが、私は象牙の塔に閉じこもっているわけにいきません

でした。 
1961年にロックフェラー財団フェローシップで、アメリカのハーバード大学経済学大学

院に留学することになり、専門が経済学から経営学に移るということになっていましたの

で、特に財団の許可をもらってすぐお隣のMITのスローンスクールにも入り込んで、理工

系の人たちの経営学の勉強もいたしました。ところが、留学がまだ1年終わったばかりの

ときに、一橋大学では「管理統計」という名前で新しい講座が文部省から認められ、その

講座の担当者として翌年4月の新学期から講義をしなければならないから、急遽、留学を

打ち切り帰ってこいということで、やむを得ず帰国しました。そして帰国後すぐに、経営

学の一部門として「管理工学」という新しい分野をつくりまして、その中に4講義科目を設

けました。それと同時に、小平の教養課程では統計学を担当することになりました。また、

いまお話しましたように、統計学に対する社会的ニーズが非常に大きかったので、大学以外

でもいろいろと講義などを依頼され、かなり忙しい生活を送るということになりました。 
それが私の1950年代、60年代にかけてですけれども、その1950年代、60年代は、きょ

う中心的にお話しする前の年代です。その時代は、先ほどのハイルブローナーのいう進歩

の時代、右肩上がりの時代の末期で、その間に日本でどういうことが起こったかというこ

とを以下に簡単に触れておきましょう（スライド④、⑤）。私が後で関係することになった

問題もピックアップしています。 
1963年には日本で初めての高速道路が開通いたしました。これは名古屋・神戸間、名神
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高速道路の尼崎・栗東間です。また1964年には私が関係するようになった日本開発銀行（開

銀）に設備投資研究所というのができました（この研究所は2年前に50周年を迎えました

が、私はその50年間ずっとこの研究所に関係をしてきております）。 初は、嘱託主任研

究員ということでしたが、それをどうしてここに挙げたかというと、先ほど私が帰国した 
 

スライド④ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スライド⑤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36  ECO-FORUM  Vol. 32  No. 2 
 

ⓒ2017 Institute of Statistical Research 

ばかりのときに、日本経済新聞に「やさしい経済学」という欄があって、その中に「管理

工学と情報工学」という題で、私がこれから担当する講座についてどういうものかという

ことを紹介した記事を書いたのです。それを当時の日本開発銀行（開銀）総裁だった平田

敬一郎さんが目にしまして、一橋という文科系の大学に管理工学というのがあって、どう

いうのかわからないが、面白そうだから、これから新設する設備投資研究所にその担当の

人間を呼べということで私が指名されたのです。大学での専門との関係です。 
1964年10月には東海道新幹線の開通、そして東京オリンピックがありました。また同じ

年に、「機械振興協会」というところに経済研究所というのが設置されました。日本はこれ

から機械工業を中心に経済発展を考えなければならない。当時の通産省は、産業政策で、

機械工業をどうやって振興させるかという特別法、「機械工業振興法」という法律をつくり、

その振興法に従って機械工業振興のための協会が財団法人として設立されたのです。先ほ

どの統計研究会は一橋の中山先生が理事長だったのですが、この経済研究所の初代所長は、

中山先生とも仲のよかった東京大学の有沢広巳教授で、当時は東大経済学部の統計学の主

任教授でした。その有沢先生に呼ばれまして、そこの非常勤研究員になれということで、

研究員を同時にかけ持つようになりました。したがって、大学以外にこういう研究所の研

究員を兼ねるということで、非常に忙しい生活を送ることになったということです。 
この関係で、日本の機械工業および機械工業に関連してもっと広く重工業、鉄鋼業など

を含み、さらに日本開発銀行との関係からも電力とか、後のコンピュータなど幅広い産業を

含んで、産業界との関係が拡がり、その関係でもいろいろな仕事が重なってまいりました。 
1964年は第三世代のコンピュータという時代の始まりの年でした。第三世代というと、

第一世代が真空管、第二世代がトランジスタ、第三世代がICチップということで、ちょう

どトランジスタからICチップに移る第三世代のコンピュータの代表として現われたもの

がIBM360シリーズでした。その新しいオペレーシングシステム、OS360が発表されまし

て、これからは新たなコンピュータ時代だということが盛んにいわれました。それをビジ

ネス経営の上でどう使うかということに関連して、経営情報システム論というのがブーム

になりました。先ほどお話した管理工学の中の科目に事務機械論というのがありますが、

その事務機械とはまさにコンピュータが中心で、それも講座でカバーしなければならない

立場にあった私は、多少関連していろいろ論文を書いたりしました。 
ちょうどその頃、「MIS（経営情報システム）」という言葉がブームになりまして、先進

国のアメリカに学べということで、財界の大物で構成された視察団が1967年10月に訪米しま

した。その視察団の旗ふり役が開銀の平田総裁で、平田さんは総裁をやめた後、コンピュー

タ業界のつくった団体の理事長になっておられましたが、1967年にはそこで第1回の「コ

ンピュータ白書」というのをつくり発表されました（スライド⑤）。その「コンピュータ白
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書」の中にはMISが大きくとりあげられたのです。当時、アメリカではケネディ政権でマ

クナマラがフォードの社長から国防長官になっていましたが、彼が国防省で始めたPPBS
という予算編成システム（当時日本では「コンピュータによる予算編成」という言葉で大

きくとりあげられました）が、ケネディ暗殺の後を継いだジョンソン大統領が1965年に国

防省のシステムを連邦政府全体に導入するということを決めまして、その作業が真っ盛り

のときに、この使節団がワシントンを訪れたのです。 
使節団が帰国後、佐藤栄作内閣に提出した報告の中に、日本でもアメリカに学んでそう

いうことを考えるべきであるという提言がありまして、そのときの経済企画庁長官の宮澤

喜一さんが自分のところの経済研究所でまず研究からやると手をあげ、1968年4月に経企庁

経済研究所に「システム分析調査室」という十数名の室員から成る室ができ、私がその初代

の室長に任命されました。これは大変大きな仕事でありましたが、同時にそれは私のその後

の研究領域となった政策科学につながるという私の人生の大きな転機にもなったのです。 
以上かいつまんで一橋大学での私の教職のスタートから1970年代に入るまでの十数年

間のお話をしました。この期間は1960年代の資本主義黄金時代と重なり、右肩上がりの「進

歩」と未来への「夢」に象徴される、ハイルブローナーがいう「昨日」の時代の終末期

だったのです。彼のその著書『未来へのヴィジョン』はまだ世に出ていませんでしたし、

もちろん私はそれが次の「不確実性」、そして「不安」と「心配」の「今日」の時代への転

換期にさしかかっているとはまったく気づきませんでした。 
しかし変化の兆しは1960年代末からいろいろと出現していたのです。一つは時代の変化

に敏感な若者たちが惹き起こした反乱としての学生運動です。1969年1月14日の安田講堂

の封鎖解除事件はその象徴となりましたが、一橋大学でも学生による校舎封鎖事件が起

こっております（スライド⑤）。1969年5月17日土曜日の夜に起こった本館封鎖です。その

夜すぐ教授会が招集され、日曜日朝にも教授会が招集されました。私は土曜日に名古屋の

中部経済連合会での講演があり、土曜日の朝名古屋に行って午後講演をしていたのですが、

封鎖されたというので呼び戻されたと記憶していますが、その週は日曜日の朝、そして月

曜日から金曜日まで毎日教授会でした。 
また、1960年代後半には経済成長の背後で環境汚染の問題が公害問題として大きくなり

つつあり、経済成長至上の考え方についての疑念も多く表明されるようになっていました。 
 
■ 1970年代の三つのショック 

以上のような多くの変化の予兆を経験しながらも、私は、そしておそらく他の多くの人

たちも、次に来る時代の大きな転換の兆しであることに気づくことなく1970年代を迎えた

のです。ここまでのお話が大分長くなってしまいましたが、私がきょうお話ししたいのは 



38  ECO-FORUM  Vol. 32  No. 2 
 

ⓒ2017 Institute of Statistical Research 

スライド⑥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その後の1970年代以後のことで、それがきょうのお話の本論です。まず1970年代に起こっ

たのは三つの大きなショックでした（スライド⑥）。 
三つのショックの第一は1971年のニクソン・ショックです。これは1971年の7月と8月

とに続けて発生した二つのショックから成っています。すなわち7月のニクソンのアメリ

カ大統領としての初の中国（中華人民共和国）訪問の発表と8月の金・ドル兌換停止の発

表です。これらはどちらも世界に大きな衝撃を与えたものですが、その反響は8月のショッ

クがはるかに大きく、通常ニクソ・ショックといえばそれを指します。 
第2次世界大戦で覇権国となったアメリカの地位は、 強の経済力によるヨーロッパに

対するマーシャル・プランなどの復興支援や、高めに設定されたドルによる貿易赤字などに

よって、また特にジョンソン政権によるベトナム戦への深入りによって1960年代に入って揺

らぎはじめ、急速に低下し続けてきたドルに対する信認が低下し、ブレトンウッズ体制の下

でドルを基軸通貨とし、アメリカが金1オンス35ドルという率での金とドルの交換を約束す

るという「金為替本位制」とも呼ばれる固定相場制を維持することができなくなりました。 
ドルがどんどん安くなっていきますから、外国からは、アメリカにドルを持ってきて金

に換えたいという要求が強くなり、アメリカから金がどんどん流出していく。そこでアメ

リカには準備した金がなくなりそうだということで、ドルと金を換えることを停止するこ

とをニクソン大統領が発表したのが1971年の8月15日です。私はちょうどその日に日立製

作所で仕事があり、会社の施設で会合を持っていましたが、正午にそのニュース発表があ

り、大蔵大臣水田三喜男さんの記者会見の様子も報道されました（スライド⑥）。これが第

一のショックです。 
第二のショックはその次の年の1972年に「ローマ・クラブ」という、イタリアの大富豪
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がお金を出して、世界の直面しているいろんな問題を研究するという趣旨で設立された組

織ですが、そのローマ・クラブから『成長の限界』というレポートが出たことです（スラ

イド⑥）。この成長の限界というのは、これまで人間はまさに経済成長一本やりで来たが、

人口、食料、資源、環境、あるいは生活の質とか、いろいろな面を考えると成長はもう限

界にきているということです。その中でもショッキングなのは、1973年が人間の生活の質

の歴史的なピークである。1973年より以降は人間の生活の質はどんどん悪くなる一方であ

るという結論でした。この『成長の限界』は世界モデルとしても有名になりました。これ

は「システム・ダイナミックス」という手法を使っていましたが、それまでは「インダス

トリアル・ダイナミックス」と呼ばれていた手法です。それがシステム・ダイナミックス

と名前を変えて出てきた。私はMITのフォレスター教授によって開発されたこの手法が企

業経営上でも非常に有用であるということを1963年からの大学の講義で紹介していまし

たので、とりわけ大きな関心を持ちました。しかしそれ以上に、『成長の限界』の結論に世

界中の人々とともに大きなショックを受けました。 
第三のショックがオイル・ショックです。これは1973年、1978年という2回にわたって

起きたショックです。特に第1次ショックのときにはトイレットペーパーがなくなるので

はないかというので、トイレットペーパーの買いだめをしようということで、人々が押し

寄せましたが、その時の写真がここに出ています（スライド⑥）。 
この1970年代の三つのショックの影響というのが非常に大きく、私はそれに関連して、

これから先の世の中はどうなるんだろうかということについて三つの問い、疑問を感ずる

ようになりました（スライド⑦）。 
 

スライド⑦ 
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■ 三つの疑問 

三つの疑問の第一は、資本主義と民主主義は一体これからどうなるのだろうかというこ

とです。資本主義は成長が前提で、成長しなくなってもはたして生き残れるのか。それか

ら、民主主義は、ゼロ成長でもうまく働くのだろうかということです。そして第二は、ア

メリカはこれから一体どうなるのだろうか、そして日本は、ということです。第三に、そ

れと関連して、アメリカと日本は一体どこが同じでどこが違うのだろうという疑問です。

このような疑問をいろいろ感ずるようになったのは、やはりハイルブーロナーの影響であ

りました。 
私は1977年に『企業文明の没落』というハイルブローナーの本を翻訳出版しました。こ

れは日本経済新聞社から刊行されたのですが、それを出したときに、おまえは一橋大学の、

しかも商学部、一橋大学とはキャプテン・オブ・インダストリーということを標榜してお

り、まさに資本主義文明、企業文明の担い手を教育するところではないか。その本家本元

の先生をやっている人がなぜこんなタイトルの本の翻訳を出したのかといわれました。私

は、これは非常にいい本だと思って翻訳したわけですが、その中に、ハイルブローナーに

頼みまして序文を寄せてもらいました。その序文が私の頭に非常に印象深く残っています。

そこには、この本は『企業文明の没落』と題し、アメリカを念頭に置いているけれども、

日本でも非常に関心を持たれるだろうと書かれています。 
例えばマルクスは、低開発国は自分たちの将来がもっと発展した国々に投影されている

といったが、ハイルブローナーは自分にはアメリカと日本では一体どっちがどっちなのか

わからないといっております。これは日本の読者を意識してのことだろうと思います。し

かし、どちらにしても、同じ方向に資本主義は進んでいるのではないか。お互いに完全に

は平行でない路線を走るだろうけれども、 終的には同じ社会的領域を横切らなければな

らない。同じ一般的な社会的目的地に到達するのではないかとハイルブローナーは書いて

いる。それが頭にあったものですから、アメリカはどうなる、日本はどうなる、アメリカ

と日本で違うのかどうかという疑問を持つようになったわけです。 
なお、その時期にあらわれたすぐれた本の一つとしては、先ほどあげたローマ・クラブ

の報告のほかに、シューマッハの『スモール・イズ・ビューティフル』という本があり、

近代経済学にもいろいろと大きな疑問を投げかけています。それから、その当時、開銀の

設備投資研究所所長だった下村治さん（池田首相の所得倍増計画のブレーン）がその当時、

「日本経済はゼロ成長軌道に入った」というショッキングな議論を提起しております。そ

ういう議論があったとき、『企業文明の没落』の中で、ハイルブローナーがいっていたこと

は、企業文明の終末は1世紀以内に来る、資源と環境の制約により成長は停止する、成長

の停止は利潤の主要な源泉をなくし、拡大への駆動力を抑圧し資本主義の魂を腐食する、
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そこで企業文明の凋落が始まる、ということだったのです。 
  
■ 1950年代、60年代を振り返る 

ここでまた、1950年代、60年代を振り返ってみます。それは資本主義の歴史の中でも黄

金時代と呼ばれる 盛期でした。しかし、その時代の資本主義というのは工業が中心です。

工業資本主義、その工業資本主義によってモノが大量に生産され、大量に流通し、大量に

消費されました。そしてその工業からは非常によい職がたくさん生まれ、たくさんの人が

よい職につくことができた。所得が上がって豊かさが多数の国民に行き渡る、「豊かさの民

主化」を生んだのが工業資本主義です。その背後には労働者が勤勉で、こつこつ努力をし

て、真面目で、自分でみずからを助ける自立精神が旺盛で、自分を高めようという自己実

現、そういう考え方を持った労働者が支えていました。それが資本主義の黄金時代である

ということです（スライド⑧）。 

ここで日本の資本主義の歴史を大まかに振り返ってみますと、江戸時代の商人資本主義

もありますが、明治維新が一つの明確な始まりだと考えられます。明治維新の頃日本はま

だほとんど農業国でした。それがだんだん工業国へと変ってきました。1901年2月に八幡

製鐡所の高炉第1号の火入れがありました。その1901年が日本の工業化の出発点を象徴し

ているといえますが、その後工業資本主義化がどんどん進んだ。しかし、日本は同時に先

進諸外国からの脅威にさらされていまして、工業資本主義で国を富ますという「富国」と

同時に、「強兵」、日本が植民地化されないように独立を守らなければならないということ

で、独立のために強兵ということも必要だった。したがって、富国だけに力を注入できな

かったわけです。富の一部は軍事力に向けなければならなかった。それが太平洋戦争まで

続いたわけですから、そういう意味では日本の工業資本主義の本当の始まりはその戦後と 
 

スライド⑧ 
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いうことになるかもしれません。 
第2次大戦後が資本主義の黄金時代と重なっていたわけです。その時期にどういうこと

が起こったかというと、先ほど言った「豊かさの民主化」によって中流階級が大きく成長

した。その頃の大体9割の人が、自分は中流であると考えているという日本人の意識調査

がありました。1億総中流というふうにいわれたぐらい中流階級が太ったわけです。それ

とともに、自分の将来がよりよくなるという進歩の時代の考え方から、将来はどんどん将

来への夢がふくらむという黄金時代だった。 
その頃の夢の具体的なあらわれというのがいろいろあって、それを「ジャパニーズ・ド

リーム」ということができます（スライド⑨）。ジャパニーズ・ドリームには、まずみんな

が電気製品を持ちたいということがありました。三種の神器といわれたテレビ、電気冷蔵

庫、電気洗濯機、この三つを持ちたいというのが夢だった。もちろんマイホームというの

も大きな夢でしたが、日本の場合には社宅が結構ありましたので、社宅の中に三種の神器

を備えるということで満足していたのでしょう。少し経ちますと、今度は3Cで、クーラー、

カー（自家用車）、それからコテージ、これは山小屋、別荘です。3Cをみんなが持ちたい

と思うようになったということがあります。これがジャパニーズ・ドリームのシンボルで

した。 
アメリカではもっと前から「アメリカン・ドリーム」ということがいわれており、私は

このアメリカン・ドリームというものに非常に強い関心を持っていました。アメリカン・

ドリームという言葉がいつごろ出てきたかを調べますと、大体1930年代にさかのぼります。 
それでは、アメリカン・ドリームはどんなものかというと、三種の神器と同じようにそ

のシンボルは三つあって、一つはマイホームです。特に庭つきのマイホームです（スライ 
 

スライド⑨ 
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ド⑨）。庭がちゃんとあって、そこで休日には家族や友人とバーベキューを楽しむこともで

きるというような芝生の庭。二つ目は自動車、レジャーに自動車で広い国を走り回る。そ

れから三つ目が教育です。教育というのは自分ではありません、子どもの教育です。意外

に感じられると思いますが、アメリカでも1960年代ごろは成人人口のうち大学卒はまだ

10％にもならなかった、7～8％です。したがって、大部分は高卒、中卒で、大卒はほんの

わずかだった。その中で子どもには自分が受けられなかった高等教育を受けさせようとい

うのが子どもの教育。以上の三つがアメリカン・ドリームのシンボルだったのです。 
その背景にあったのは、アメリカというのは自由な国であり、すべての国民に平等に機

会が開かれた国であるということで、すべての人が努力しさえすればどんどん上に上がれ

る、社会の立派な中流階級の地位を目指せる。そんな夢を実現できる国だというのがアメ

リカン・ドリームということです。アメリカにははじめフロンティアがたくさんあった。

東海岸から徐々に開発して、西部のほうに広がるまだ未開拓の地があった。それから、国

際的にもまだ未開拓の地があった。フロンティアが非常に多かったのです。そのフロン

ティアにみずからの力で挑戦すれば夢がどんどん実現するというのがアメリカン・ドリー

ムでした。 
そのようにして迎えた1950年代、60年代のアメリカの典型的な家族は、稼ぎ手が1人、

普通は男性、そして専業主婦の奥さん。子どもが2人とか3人、それからペットで、これが

典型的な家族でした。これが、資本主義の黄金時代だったのです。 
 
■ 転機の1970年代 

それが1970年代を機に変わり始めます。その頃から日本がアメリカをどんどん追いかけ

て、1980年代にはアメリカに随分追いつきました。これについては詳しくお話しする時間

はありませんので、その頃いわれたいくつかのキーワードを並べるだけにします。この頃

出版された本の中では『Japan As No.1』とか『MADE IN AMERICA』という本が有

名です。このうち『MADE IN AMERICA』は、実際は日本の工業、ものづくり企業に

対して、アメリカの企業がどんな欠点を持っているかということをMITの研究チームがま

とめたもので、非常に有名になった本です（スライド⑩）。 
これまでお話してきましたように、資本主義の黄金時代は中流が太くなって夢が膨らん

でいた時代ですが、それが中流が痩せて夢がしぼんでしまってきたというのが1970年代以

降でした。私はその問題をずいぶん前から考えていたのですが、一番詳しくまとめたペー

パーは、まだ 近のもの（2013年）ですが、その冒頭に書いたこと、それがきょうの主題

に関係するよい例の一つですので、次にこれをお話しします。 
1970年3月4日の朝日新聞にのったサザエさんの4コマ漫画（スライド⑪）を見ますと非 
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スライド⑩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 

スライド⑪ 
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常におもしろいのですが、今の子どもにはそのおもしろさはわからないと思います。また

学生諸君でもこれをみておもしろいことがよくわからないと思いますが、変化がそれくら

い大きい。漫画の上から見ていただくと、男の人がお風呂に入っています。次にこのお風

呂の中から奥さんに「オーイ こんどフロ買うときは四カクにしようヨ～」と言っている。

これは丸い格好のフロですが、実際は楕円形です。そこで、なぜかといったら、「うちにか

えった気がせん」。この絵を見ると、まず煙突が設置されています。この裏には釜があるは

ずなのですが、今ではとても見かけられないものです。今だったらユニットバスのような

ものになっていてこんなお風呂には入りません。昔は風呂桶屋さんというのがあって、風

呂桶屋さんに頼んで注文してつくってもらったのです。四角のにしてくれとか、丸いのに

してくれとかといって木を削って組立ててもらった。しかし、それは当時当り前のことで

漫画としておもしろいものではありません。 後のコマ、これがオチなのですが、ここに

「えき」と書いてあり、鉄道の駅だということがわかります。これは何かといったら、入

浴中の男の人が駅員で改札口でお客さんから切符を受け取っているところです。 
これだとのんびりしたもののようですが、実はこの駅員の改札の仕事は大変な仕事です。

この漫画に添えられた写真で、旧国鉄の上野駅の駅員さんが働いています。この人は、あ

なた、乗り越しですよといって、お客から乗り越し料金を払ってもらっている。そして、

後からは次々とお客さんが来ています。この駅員の仕事は大変な仕事で、まず切符を見て、

これは乗り越しだというようなことがすぐわからなければいけない。そのためには、沿線

の各駅からの料金がいくらかということを頭に入れておかなければならない。中には定期

券の期限が切れている人もある、キセルで不正乗車をしているような人もいるわけです。

それを一瞬で判断してお客を呼び止めなければならない。それができないと、この人は正

しい料金を払わないで出てしまうわけです。この仕事は大変な仕事で、ラッシュアワーで

30分もそうやっていたらくたくたになってしまって交代するほどだった。 
しかし今はそんな駅の風景はまったくありません。現在はSuicaとかPASMOで、改札口

に駅員はいない。全部ロボットが引き受けているのです。この仕事をやっていた人がこの

漫画の中の人なのです。仕事でくたくたにくたびれて、せっかく家のお風呂でくつろぎた

い。ところがそのお風呂が職場と同じ楕円形でと、これではくつろげる気がしないよとい

うのがこのサザエさんの漫画の非常におもしろいところです。これはそこで終わりなんで

すけれども、その当時の人はそれがおもしろかった。しかし、それよりも今考えればその

背後に非常に重要な今日的な問題が隠れていたというのが私のいいたいことであります。 
Suicaの前にオレンジカードというものがありました（スライド⑪）。オレンジカードに

「10,700」と書いてありますが、1万円のプリペイドカードで1万700円分乗れたのです。

したがって、今の低金利、さらにはマイナス金利なんていっている時代からみると、1万
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円前払いすれば1万700円分乗れたのですから、プリペイドに対するものすごく高い金利で

す。これも世の中の変化の大きさをあらわしている一つです。 
こういう駅員がどういう人だったかということを考えてみます。まず、将来の会社幹部

を想定されているような大卒では絶対ありません。高卒か中卒です。余談になりますが、

とっておきの話をしますと、私は一橋大学の前身の東京商科大学予科に入ったときに、予

科で1学年200人が1クラス30人～50人くらいの五つのクラスに分かれていましたが、私の

クラスメートの中に、大学卒業後某大私鉄に入り、 後は社長になり、会長になった人が

いました。鉄道会社では、会社に入ると大卒でも運転手とか、車掌とか、切符切りとか、

一通りいろんな部署を短期間ずつ回った。それで、彼が入社したての頃その切符切りをや

っていました。そこに来た乗客の1人が、乗り越しか何か様子がおかしい。そこでちょっ

とお客さん待ってくださいといって、顔を見たらびっくりした。というのは同じクラスの

クラスメートだったのです。そのクラスメートは大商社に入りまして、アメリカの子会社

の社長をも勤めました。そのクラスメートで、何だ、おまえかというのでびっくりしたの

です。彼は当然1週間とか10日ぐらいしか切符切りをやっていなかったでしょう。それで

もよく注意深く仕事をしていたと私は思います。 
ここで、これまでお話した漫画の背後にある問題というのは何かを考えてみます。アメ

リカも日本も同じような経験をして、1970年代が一つの非常に大きな転機だったというの

がここで述べたいことです。そのことをアメリカについて扱ったものとして「アメリカン・

ドリームの終焉」ということを扱っている本や論文がたくさんあります。大体1990年代に

刊行されたものが多いのですが、非常におもしろい本では、『アメリカ―何を誤ったか？』

（1992年）、『アメリカ―誰が夢を盗んだか？』（1996年）があり、そしてまったく同じ題

名のものがつい 近、2012年に『誰がアメリカン・ドリームを奪ったのか？』という本が

出版されています。 
 
■ 痩せる中流、しぼむ夢： 技術進歩、グローバリゼーション 

なぜ中流がしぼむのか、いかにしぼんでいったか、その背後には何があるのかというこ

とに私は大きな関心を持ちました。これについてはいろいろ議論がなされて、そこには技

術進歩、グローバリゼーション、資本による労働の攻撃、労働需要のミスマッチなどいろ

いろあります。そしてそこには人間にとってよい職が次々に失われ、悪い職ばかりが増え

るという傾向があります。 
まず技術進歩について考えますと、それは先ほど言ったように、駅の改札口が全部ロ

ボットになっています。人が要らないロボットになった。これは自動改札機で、もともと

立石電機（現在のオムロン）が開発して、関西の私鉄が導入したものです。サザエさん漫
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画の鉄道会社員は高卒、中卒が多く、ほとんど大きな転勤はなく、長い期間同じ仕事をず

うっとやらなければならない。しかし、真面目にやっていきさえすれば、会社にとって非

常に重要な人間ですから、長期間雇っていてくれて、その間に給料も上がっていき、マイ

ホームやマイカーも持てて、奥さんを専業主婦として子どもも何人か育てて大学まで行か

せて、それで中流階級になれるというのがこれまでだった。それがロボット化のような技

術進歩によっていなくなるのです。 
このような問題は実は昔からある問題で、職をめぐっての人間と機械との争いです。こ

れが技術的失業の問題で、1811年にイギリス中・北部の織物工業地帯で起こった有名な機

械ぶち壊し運動、「ラッダイト運動」です。それから1950年代、これは自動車工場に入っ

たトランスファー・マシンによる工場の自動化、また化学プラントのような工場のオート

メ化があります。またオフィスのほうもコンピュータなどによって機械化、オートメ化さ

れる。それから、 近のスマート・マシン、ロボット、AIといったように、職をめぐって

の人間と機械との争いが続いています。しかしここで機械の背後にあるのはお金であるこ

とをあらためて認識する必要があります。したがって、人間と機械の争いのようですが、

実は人間とお金の争いなのです。そして、いろいろな技術にお金を投じて機械化して、人

間を減らし、その成果をお金がもらう、いいかえるとお金が人間と競争してお金を稼ぐと

いうことなのです 
これはイギリスのアダム・スミスの時代ですが、その当時も技術革新によって、極端に

いえばブリテン島に国王が1人いれば、彼が機械、クランクを回して、全部必要なものの

生産ができる。したがって、ほかの人間は要らないといった人もいます。有名なケインズ

も、技術的失業とは、労働力の新たな用途を発見し得る速さを労働力の利用を節減する手

段の発見が凌駕してしまう、そのために発生する失業といっております。それから、もっ

と 近のものでは、リフキンという人の書いた『仕事の終わり―大失業時代』（1995年）

という本がありますが、これもそういう問題を扱ったものです。 
このように、技術進歩とともに景気循環というものの性質が変ってきているということ

があります。今までであれば、例えば景気が悪くなると首切りが行われたりしますが、ま

た景気がよくなるとすぐ再雇用や新採用があります。ところが、 近は景気が回復しても

雇用、特に正規の労働者がなかなか増えない。このことは1990年代の初め頃から「ジョブ

レス・リカバリー」という言葉でいい表わされています。その代わりに、まず非正規の労

働者、パートタイムが増える。現在いかに非正規の労働者が増えているか。今は全体の4
割ぐらいが非正規労働者だということですが、正規の労働力が増えないということは、簡

単に人が取りかえられるからです。以前のようにこつこつ真面目に技能をあげいろいろ知

識を詰め込んで働いていれば給料も上がっていくということでなくなってしまって、簡単
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に人がかえられる。バスの運転手などでも簡単に募集してすぐかわりを手当てすることが

できる。そういう意味で技術進歩というのは、決して雇用拡張的ではない、そういうテー

マを扱った本もたくさん刊行されています。 
その次の問題はグローバリゼーションです。これは一国だけではとても雇用の政策、雇

用重視の政策はできないということがグローバリゼーションの結果です。例えば同じ国で

も工場生産を外に出してしまうオフショアリングと、逆に外国から労働者を入れて、それ

が国内の高い給料の労働者を減らしてしまうというオンショアリング、そういうものがグ

ローバリゼーションの中で起きている。その一つのあらわれがBrexitですね。イギリスの

EUからの離脱。そこには長期的雇用問題が大きく絡んでおり、移民問題がそれに関わっ

ているのです。 
このように、1970年代は「昨日」の進歩の時代から「今日」の不安の時代に移る始まり

の時期でした。三つのショックから始まって、成長が減速してゼロ成長になる。その中で

国際通貨相場が変動制になり、また資源価格も大きく変動するというように変動性、不安

定性、不確実性が上昇する。人々は職と所得、年金、医療、高齢化というような社会の基

本的な動きの中で社会保障の信頼性の低下の問題にも直面しており、また自然災害、人災、

そういうものに備えなければいけない。不安だから備えをする。年金に対してはどのよう

に備えるか。401kというのがありますが、それは確定給付か確定拠出かということをめ

ぐっての資本と労働との争いの中から生まれたもので、決して不安を小さくするものでは

ない。そのような将来の不安には何らかの備えが必要ですが、それではどれだけ備えれば

十分なのかということがはっきりしない。そうすると、人間はできるだけたくさん備えな

ければならないと考えるのです。多ければ多いほどよいとどんどん貪欲になる。いくら備

えても足りないということでどんどん貪欲になる。私が昔書いた随筆に「必要は有限、貪

欲は無限」と題したものがあります（『中央公論』1995年7月号）が、貪欲の制御は非常に

難しいのです。その貪欲の時代がますます進むことになります。 
以上お話してきたことはどのようにして中流が細るかということですが、これは私の専

門の統計学での「正規分布」の知識を使って説明することもできます。正規分布というの

は図で示すと真ん中が一番高い左右対称の山のようなもので、ベルを伏せたようなかたち

のものなので「ベルカーブ」とも呼ばれ、さまざまに用いられています。中流が細って二

極化するということは、ベルカーブが二つ重なって、図のように、真ん中がだんだん低く

なって二つの山が現われるということです。人間なら誰でもできるという非常に安い賃金

の職と、非常に優秀な人間でないとできないという高度、高給の職、この両方に分かれて

いく。ベルカーブが二つあって、それが合わさると中央部分が低くなるというかたちにな

ります（スライド⑫）。 
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スライド⑫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 豊かさの中の民主化から豊かさの中の貧困へ 

こういうふうにして痩せる中流、しぼむ夢という現象がどういうところにあらわれるか。

アメリカの本を読むと、よくメイン・ストリート、ウォール・ストリートというのが出て

きます。メイン・ストリートというのは町の中心部の地域商店街の代表的な呼び名です。

独立小売商が並んでいて地域の人々のショッピング街となっている通りです。本町通りと

いうような名前が多い。ウォール・ストリートはニューヨークの証券取引所（NYSE）の

ある通りの名ですが、ここでは大都市の中心部の金融街です。日本でいうと兜町ですが、

日本の兜町というとちょっとイメージが違い、都心の金融街の代名詞と考えられるもので

す。そのメイン・ストリートがどんどん衰退してウォール・ストリートが栄えるというの

が今の時代を象徴している現象です。メイン・ストリートへ行くと、 近では多くの店が

店終いしてシャッターをおろした街です。郊外に大資本の大きなモールができてしまい、

市心の独立小売商では太刀打ちできない、それでメイン・ストリートの独立小売商がだん

だん成り立たなくなって、シャッター街になる。 
こういうふうにウォール・ストリートが栄えて、メイン・ストリートがさびれる。とこ

ろがメイン・ストリートはコミュニティーの人々の集まりの場だったのです。古い商店街

では、お客の顔が見えるといいますか、魚屋さんが知った顔を見つけて、きょうはいいサ

ンマが入ったよとかいうように知った顔のお客に声をかけます。今のスーパーなどではそ

んなふうに売り子がお客に声をかけるなどということはありません。お客と売り子の間に

は面識もない、お互いにどこの誰かわからない、いわば顔の見えない商売になります。そ

うするとコミュニティー内での結びつきが弱まる。さらに情報ネットワーク上での商いと

なると場所も関係なくなる。売り手、買い手の顔がお互いに見えない、そういう商売に
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なってしまう。 
そういう中で近年「ソーシャル・キャピタル」という言葉がよくいわれるようになって

います。これはアメリカ社会でのボウリング・アローン、ボウリング場に1人で行くとい

う現象が象徴的なものとして注目され、ハーバード大学教授のパットナムによる同名のタ

イトルでの論文、著書が有名になりました。アメリカ人はボウリングが大好きで、かつて

はボウリング場に近隣の仲間と連れ立って行くことが多く、その場合にはボウリングだけ

では終わらないで、その後、彼らが大好きなピッツァを食べてビールを飲んで、交流して

帰るというのがボウリングだったのです。ところが、今はコミュニティーのつながりがな

いために1人でボウリングに行く人が増えている。そうすると、彼らは1人でボウリングに

行ってビールを飲んだりピッツァを食べたりしない。終るとすぐ帰ってしまう。ボウリン

グ場のカフェテリアのようなところの経営も苦しくなったとのことです。ソーシャル・キ

ャピタルというのはコミュニティーのつながりというようなソフトな面を指す言葉で、「社

会関係資本」という日本語に訳されたりしていますが、この社会関係資本というソフトな

資本がどんどん悪くなって、世の中は地域内での人々のつながりがなくなっていく、こう

いう大きな社会的変化を象徴しているという指摘であります。 
そういう中で、かつての豊かさの民主化から豊かさの中の貧困化が進み、格差がどんど

ん大きくなるという社会になっている（スライド⑬）。そして、他方では人々の自立精神が

どんどん失われてきた。人の世話になるのは当たり前。例えば今では生活保護を受けてい

ても少しも恥ずかしいとは思わない。昔だったら、生活費まで人の厄介になるというのは

軽蔑される、恥ずかしいというのがふつうだったが、今では生活保護は困っている者の当

然の権利のようにさえ考えられています。 
 

スライド⑬ 
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■ カジノ資本主義  

以上のようないろいろな変化の背後にあるのは、一つには工業資本主義から、情報とか

技術とか金融中心の資本主義になったことです。その金融資本主義の一つのシンボリック

な表現が「カジノ資本主義」で、前述のウォール・ストリートに代表されるものです。そ

れに対してメイン・ストリートというのは工業資本主義を代表するものです。全国各地の

いろいろなところに大小の製造企業が工場を構えて、その工場で働く給料のいい人たちが

集まって、その人たちが地域の商店街を活性化させていました。それが大きく変化してき

たのです。 
カジノ資本主義に関しては、スーザン・ストレンジという女性経済学者の著書に『カジ

ノ資本主義』という興味深い本があります。その中でストレンジは次のようなことを書い

ています。それはまさに1989年の日本のバブル、1999年のアメリカのバブルを言い当てて

います。すごろくゲームみたいなカジノのゲームをやることが仕事の、資本主義世界の都

市中心にそびえ立つ巨大なオフィスビル街では、依然として生き残った金融ギャンブラー

だけが祝杯を上げて、ほかの者はアメリカの世紀の悲しみ沈んだ終わりがやってくる、と

彼女はいっています。これは1986年に書かれたものですが、1989年末の日本、1999年末

のアメリカのそれぞれの株価 高値の年末をぴったり言い当てていると思います。 
また、ケインズもこういうことをいっています。カジノ社会というのはスペキュレーショ

ンの社会、それに対してエンタープライズというのは、実際の実業、堅実なエンタープラ

イズである。その堅実な流れの中でのバブルであれば何の害をなさないが、エンタープラ

イズがスペキュレーションの渦巻きの中でのバブルになってしまうと、これは大変だとい

うことをいっています。 
次の図（スライド⑭）は、アメリカの製造業からの利益と金融業からの利益とを比較し 
 

スライド⑭ 
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てみて、1950年代から2008年のリーマンショックにかけて、相対的にいかに金融業が大き

くなって利益をあげたか、製造業の利益が低下していたかということがわかります。その

背後にはいろんな新しい金融商品、特に金融派生商品（デリバティブ）の出現があります。

有名な株式投資家バフェット(Warren Buffet)が金融界の大量破壊兵器と呼んだ金融派生

商品がいかに爆発的に伸びてきたかもその右に描かれています。金融商品というのはお金

にお金を稼がせる複雑に設計され専門家以外には理解できない商品です。お金にお金を

稼がせる力が強ければ強いほど、その金融商品が売れる。その結果発生したのがリーマ

ンショックです。金融商品が余りにも肥大化して起こったのがリーマンショックであり、

それはカジノ資本主義のもたらしたものといえます。 
 
■ お わ り に 

まだいろいろお話したいことはありますが、時間がなくなってまいりました。しかしい

くつかの点に一言ずつ触れておきます。まず資本主義と民主主義とが現在ともに非常に大

変な危機的状態にあるのではないかということです。特に雇用の問題と格差の問題、これ

は既にケインズが古く『一般理論』の中で、所得の不合理な分配と完全雇用の問題として

指摘していることです。 
次に 近では「ゲオポリティクス」の重要性が大きくなっていることです。これもハイ

ルブローナーが豊かな国と貧しい国の対立と関連して既に書いています。今や核兵器が先

進国だけでなくどんな国にも、またテロリストにさえ非常に安価に、時には公然と手に入

るようになっている、そしてそれを利用した恐喝が起こっているということです。 近の

北朝鮮の動きを見ると、まさにこのとおりです。ハイルブローナーはこれを既に1974年、

76年、91年にいっています。 
きょうの私のお話の一つのキーワードは夢であり、そしてそのポイントはアメリカン・

ドリームやジャパニーズ・ドリームといった夢が1970年代からの資本主義の大きな変容によ

って盗まれ、失われ続けているということでした。きょうの私のお話はその犯人探しのよ

うなものといえますが、いずれにせよそこでいま私たちに求められているものは新しい夢

の再構築ではないでしょうか。ここで私は、アメリカン・ドリームに対比されるものとし

て、リフキンが「ヨーロピアン・ドリーム」といえるものがあるとしていることに注目し

ています。スライド⑮は彼の対比をまとめたものです。詳しくは説明できませんが、ヨー

ロピアン・ドリームは、共感を社会的絆とし、「個人の自律よりコミュニティの結びつき」

や帰属を重んじ、「同化よりも文化的多様性に、富の蓄積よりも生活の質に、際限なき物質

的成長よりも持続可能な発展に、たゆまぬ労苦よりも人間性の実現に、財産権よりも普遍

的人権と自然の権利に、権力の一方的行使よりもグローバルな協力に」重点を置くもので、 
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スライド⑮ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グローバル化する新しい世界により適した夢であるといっています。 
そこで、私たちも新しいジャパニーズ・ドリームは何かを考える必要があるのではない

でしょうか。そのためにはこれから私たちが目指すべきよい社会はどのようなものかを考

えなければならないのではないかと私は思います。そこで思いおこされるのは、福沢諭吉

が『文明論之概略』という名著の中で、進歩ということをどう考えたらいいか、それを測

るための有用な方法が統計学であるといっていることです。そしてそのための正しい知識

を持った市民を育てることが重要であるとしていることです（スライド⑯）。 
あと一言ずつ申し上げたいのは、アベノミクスは第1の矢の中でカジノミクスに終って 
 

スライド⑯ 
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スライド⑰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

しまうのではないかという心配があるということです。また、来週にせまった今年のアメ

リカの大統領選についてですが、ドナルド・トランプとヒラリー・クリントンのどちらが

勝利しても両者ともにあげている中間層の復活、格差問題の解決のような問題は非常に難

しいのではないか。そしてそれは日本でも同じではないかと思います。また、特にトラン

プの発言を聞いて、まだ現在パックス・アメリカーナの時代に、アメリカがはたすべきノ

ブレス・オブリージの役割が期待されていると思いますが、それがどうなるかということ

も非常に気になります。 
私たちがこれから考えなければならないことは、未来へのビジョンとしてどういうビジョ

ンを持つか、不確かさと不安の未来で、将来どうなるかということを考えて、新しい方向

へ向けてなんらかの進歩が復活するのか、古い形のまま今の状態が持続するのか、それと

も逆方向に行ってしまうのか、この三つのビジョンに分けられると思いますが、それぞれ

自分たちが望ましい方向を目指すにはどうしたらいいかというのは非常に難しい問題です

が、それはここにご出席の皆さんにもいろいろ考えていただきたいと思いまして、私が今

まで考えてきたことをご紹介いたしました（スライド⑰）。 
時間が大分オーバーし、また特に後の方は不十分な話に終ってしまったと思いますが、

ご清聴ありがとうございました。 
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