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序論 

 西ヨーロッパの1950－73年におけるめざましい高成長は、戦前との

対比でも驚異的であったが、1973年以降の推移との比較でも、今や歴

史的大事件となった。それとともに経済学的・歴史学的双方から多くの

実証的研究が発表された。筆者も2001年にそれらのサーベイ論文を大

学の紀要に発表し1)、2002年にはそれを補足した発表を日本国際経済学

会関東部会でさせていただいた。それらの研究は、新古典派成長理論に

もとづく成長会計分析と、80年代以降に新しく展開された成長理論に

もとづく新成長理論分析、そして経済学的・歴史学的双方の制度重視型
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分析に３分類される。しかしサーベイ論文や学会発表でも言及したよう

に、それらにはまだ限界や課題が多く残されている。本稿ではこれまで

の研究の問題点を再整理し、戦前、1950－73年、1973年－現在の３時

代の、成長変化を捕えるには、どのような視点を加えるべきかを明らか

にする。これが本稿の前半の課題である。 

 それらの結論を先に言ってしまえば、成長を、技術革新・投資・成長

の需要・供給双方からの相互作用による総合的メカニズムで理解すべき

であり、それに環境・制度が全体としてどう作用して成長が変化したの

か、そして環境・制度とその総合的メカニズムへの作用は歴史的にどう

形成されたのか、を明らかにすべきということになる。 

 成長変化の歴史的分析については、筆者もすでに1999年に書物を著

している2)。しかしこのような一貫した分析視角で捕えられていなかっ

たし、その後の研究で再検討の必要性を感じていたところである。本稿

では上に述べた視点を踏まえて、戦前から現在にいたる全期間について

成長変化をどのように説明できるか、を提示することとしたい。その意

味で1999年に著した歴史的分析を修正して再構成することが、本稿の

後半の目的である。 

 以上を次のように展開したい。まず１章で、成長会計分析と新成長理

論分析を関連分析も含めて総括し、その限界を示す。２章で、新成長理

論分析と制度重視型分析でなされている、成長変化と環境・制度との関

係を検討し、再検討の方向を示す。３章で、以上の諸分析に欠けていた

技術革新・投資・成長の総合的メカニズムを明らかにして、それと成長

変化と環境・制度との関係を明らかにする。それを踏まえて以下の各章

で次のように展開する。４章で、戦前の環境・制度と低成長に至るメカ

ニズムの歴史的分析、５章で、戦後から1973年までの環境・制度と高

成長に至るメカニズムの歴史的分析、６章で、1973年から現在までの

環境・制度と低成長に至るメカニズムの歴史的分析。 
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１ 成長会計・新成長理論分析による成長変化の原因と分析の限界 

 経済成長は、一般的に長期的な傾向的趨勢として捕えられている。そ

こでまず、そのようなタイプで成長率が変化する要因を算出した実証的

分析を総括しよう。その代表が新古典派成長理論にもとづく成長会計分

析と、新成長理論にもとづく回帰分析である。ここでは時代による成長

変化を分析した最新のものとして、第1表にマディソンの成長会計分析

を、第２表にクラフツの新成長理論型回帰分析を紹介する3)。２つの表

とも戦前に対し戦後1950－73年に、1950－73年に対しその後現在まで

に､成長率が変化した源泉が何であったか、を明らかにしている。 

 第１表の説明に入る前に、簡単に推計方法を説明しておこう。GDP

成長率を、実物資本要素の投入による効果と、労働要素の投入による効

果と、その他の残差つまり規模の経済性を含む広義の外部経済ないし技

術進歩、の３つに分解する。その他の残差は全要素生産性改善効果と呼

ばれるが、これをさらに仮説にもとづいて労働要素の産業間再配分によ

る効果、先進技術の単純な伝播による効果、貿易拡大による効果、国内

経済で規模の経済性が現れた効果、石油資源の制約ないし発見の効果、

以上で説明できない残差、に分解する。最後に算出された残差は狭義の

技術進歩といわれるものである。これら分解項目を第１表では少しまと

めて、要素再配分と技術伝播の効果を後発効果とし、貿易、規模の経済

性､石油の効果を特定要因効果としている4)。 

第１表から導かれる結論は次のように要約される。戦前1913－50年

に対し戦後1950－73年に成長が加速したのは、第１に実物資本投入つ

まり投資が加速し、第２に最後に残差として算出された狭義の技術進歩

が加速し、そして第３に貿易、規模の経済性、石油などによる特定要因

効果と要素再配分、技術伝播による後発効果が加速したこと、に負って

いる。次に1950－73年に対し1973－87年に成長が減速したのは、第1に

残差として算出された狭義の技術進歩が減速し、第２に実物資本投入つ

まり投資が減速し、第３に貿易、規模の経済性、石油などによる特定要

因効果と要素再配分、技術伝播による後発効果が減速したこと、による｡ 
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つまり戦前に対する1950－73年の成長加速は、投資と技術進歩が高ま

り特定要因と後発＝キャッチアップ余地の要因が大きく存在したから、

実現したのであり、1973－87年の1950－73年に対する成長減速は、技

術進歩と投資が停滞し、特定要因と後発＝キャッチアップ余地の要因が

失われたために起こった、という。 

次に第２表の新成長理論分析に入るが、表の説明の前に、これを推計

したクラフツの推計方法を簡単に紹介しておこう。表の注に書いたよう

に、レヴィン＝レネルトの諸国間成長率差異分析で得られた回帰方程式5)

を修正して、西ヨーロッパの時代間に当てはめて推計したものである。

第１表 マディソンの計測値による西ヨーロッパの成長変化の源泉 

      （年率，％）

1950－73年の1913－50年にたいする加速の源泉   

   イギリス ドイツ 西ヨーロッパ平均 日本 アメリカ 

成長率加速  1.74 4.64 3.15 7.03 0.86 

労働投入加速  -0.11 -0.23 -0.17 2.14 0.56 
資本投入加速  0.93 1.65 1.17 1.72 0.44 

全要素生産性改善加速 0.92 3.22 2.23 3.16 -0.15 
 後発効果加速  0.21 0.50 0.57 1.32 -0.17 

 特定要因効果加速  0.28 0.63 0.61 0.54 0.06 
 以上で説明されない残差の加速 0.43 2.09 1.05 1.30 -0.04 

        

1973－87年の1950－73年にたいする減速の源泉    

   イギリス ドイツ 西ヨーロッパ平均 日本 アメリカ 

成長率減速  -1.28 -4.12 -2.81 -5.54 -1.14 
労働投入減速  -0.20 -0.64 -0.38 -1.84 -0.15 

資本投入減速  -0.63 -0.99 -0.68 -0.65 -0.13 

全要素生産性改善減速 -0.45 -2.49 -1.75 -3.05 -1.15 
 後発効果減速  -0.42 -0.42 -0.43 -1.36 -0.23 

 特定要因効果減速  0.00 -0.32 -0.52 -0.49 -0.21 
 以上で説明されない残差の減速 -0.03 -1.75 -0.80 -1.20 -0.71 

       
注  1  西ヨーロッパ平均は英・仏・独・蘭4カ国の単純平均値．その1950－73年の成長源泉の1913－

50年に対する加速値と, 1973－87年の成長源泉の1950－73年に対する減速値を算出．マイナス
符号は減速を示す． 

 2  後発効果＝要素再配分＋技術伝播 
 特定要因効果＝貿易＋規模の経済性＋石油 

出所 Maddison,A., Dynamic Forces in Capitalist Development, Oxford University Press, 1991, 
pp.134-135,158-159 の諸表より作成 
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１人あたりGDP成長率を被説明変数とし、それに技術・経済水準のア

メリカ水準に対する遅れつまりキャッチアップ余地の初期値、実物資本

投入つまり投資（投資の対GDP比率）の同時期値、人的資本（初等・

中等教育就学率）の初期値、政府消費（政府消費の対GDP比率）の同

時期値、を回帰させたものである。したがって成長は、キャッチアップ

余地と投資と人的資本と、マイナス要因としての政府消費、以上４変数

の直接効果とそれらの外部経済・技術進歩の効果で産み出される、と考

えていることになる。キャッチアップ余地を主要な変数とするのは、成

長は、最先進技術・経済水準にキャッチアップする内生的な力で産み出

される、と考えるからで、収斂仮説に立っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２表  クラフツの計測値による西ヨーロッパの成長変化の源泉 

     (年率,％)

1950－73年の1923－38年にたいする加速の源泉 

   1人あたりGDP成長率加速      1.72 

 1人あたりGDP初期値＝ｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ余地の変化 -0.06 

 投資/GDP＝実物資本投入の変化 0.80 

     中等教育就学率 
    初等教育就学率    

}＝人的資本投入の変化
 

0.61 

                       政府消費支出/GDPの変化 -0.25 

                       回帰式で説明できない残差の変化 0.62 

       

  1973－89年の1950－73年にたいする減速の源泉  

1人あたりGDP成長率減速 -1.70 

 1人あたりGDP初期値＝ｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ余地の変化 -1.06 

 投資/GDP＝実物資本投入の変化 -0.16 

 中等教育就学率 
初等教育就学率   

}＝人的資本投入の変化
 

-0.09 

           政府消費支出/GDPの変化 -0.40 

 回帰式で説明できない残差の変化 0.01 

      
注１  クラフツがレヴィン＝レネルトの回帰式を若干修正して、1923－38年、1950－

73年、1973－89年について回帰式を推計し、西ヨーロッパ10カ国の成長源泉を
算出したもの。西ヨーロッパは10カ国の単純平均値。 

 ２   1950－73年の成長源泉の1923－38年に対する加速値と、1973－89年の成長源泉
の1950－73年に対する減速値（マイナス符号で示す）を算出。 

出所 Crafts,N.F.R., “Economic growth in Western Europe”, The Economic History 
Review, Vol.XLⅧ, Aug. 1995, p.437 の表より作成 
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第２表から導かれる結論は次のように要約される。戦前1923－38年

に対し戦後1950－73年に成長が加速したのは、第１に実物資本投入つ

まり投資が加速し、第２に人的資本が高度化し、第３に回帰式で説明で

きない残差が加速したこと、に負っている。戦後のキャッチアップ余地

は大きかったが、戦前にも存在したので、２時代間の比較では成長加速

要因とならなかった (キャッチアップ余地は戦前にも存在したのにその

ときは高成長に至らなかった）。クラフツの回帰式では､外部経済ないし

技術進歩の効果は、各変数の係数に反映されていることになるので、回

帰式で説明できない残差の加速は、これら変数から生まれる以上の外部

経済ないし技術進歩の効果、の加速分を意味している。他方1950－73年

に対し1973－89年に成長が減速したのは、第１にキャッチアップ余地が

消失し、第２に政府消費が肥大化したこと、による｡ 

つまり戦前に対する1950―73年の成長加速は、高投資と人的資本高度

化と説明できない残差の加速が働いたために、実現したのであり、

1950－73年に対する1973－89年の成長減速は、高成長の結果それ以前に

あったキャッチアップ余地が消失し、他方で政府消費が肥大化してし

まったために起こった、という。 

以上に述べた２タイプの成長変化の要因分析結果にはかなりの差異が

ある6)。しかし今はこの差異よりも、成長変化の説明要因として両分析

に共通して見られる、より大きな問題点のほうを指摘したい。 

第１に、実物資本投入つまり投資の加速が高成長につながることは容

易に理解できるが、それが戦前に対し1950－73年になって大きく加速

し、1973－87/89年に減速したのはなぜか、が説明されていない。マ

ディソンもクラフツも成長要因分析の枠組みでではなく、結局、後述す

る制度重視型分析が明らかにするような環境・制度に、その原因を求め

ているのである7)。 

第２に、マディソンの場合残差として算出された狭義の技術進歩、ク

ラフツの場合回帰式で説明できない残差（＝変数から生まれる以上の外

部経済ないし技術進歩の効果）が、戦前に対し1950－73年に大きく加
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速し、1973－87/89年に減速したのはなぜか、が説明されていない。彼

らは結局これらの原因を、後述する制度重視型分析が明らかにするよう

な環境・制度に求めているのである7)。 

第３に、彼らのモデルは、実際には技術進歩・投資などを外生変数と

した供給側の成長源泉分析にとどまっている。しかし現実の成長は技術

進歩と投資が独立に働いた結果一方向的に産み出されるのではなく、３

者は需要・供給双方で相互に作用し合いながら成長を実現させているの

であって、この視点の欠如が最大の問題であろう。 

なお、内生的成長モデルを志向する新成長理論分析では、技術進歩の

源泉である研究開発を明示的に入れようとした分析も、存在しないわけ

ではない。ファーガベルクは、諸国間の成長率差異分析しかしていない

が、レヴィン＝レネルト型の回帰式の中に１人あたりGDP成長率の説明

変数として、民間研究開発投資または対外特許申請件数の増加率を加え

て、それらが有意であることを示している8)。しかしこれでは、投資と

ともに研究開発も外生変数として扱っているにすぎず、内生的モデルと

いえるものではないし、供給側の源泉分析であることに変わりはない9)。 

他方バロは、レヴィン＝レネルトと同様に、投資のデータを成長のそ

れと同時期のものを入れれば有意だが、それは逆の因果関係によるのか

もしれないとして、前の時期の投資データを入れて検証している。する

と有意ではないので、投資を説明変数から除いている10）。これは投資と

成長は相互作用的であることを意味しているが、同時に投資を説明変数

から除くことで、成長を環境・制度だけで回帰させる結果となり、供給

側源泉分析に陥っている。 

さてこれまでは経済成長を傾向的趨勢として扱って、それが時代間で

変化するのはどうしてか、に注目してきた。しかし現実の経済は、直線

的に成長しているのではなく大きく変動しているのであり、経済変動の

局面のとり方で経済成長率が異なっただけではないか、とも考えられよ

う。つまり長期にわたる好況局面を含む時代が高成長の時代、長期にわ

たる停滞ないし不況局面を含む時代が低成長の時代、ということになる｡
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経済成長をこう考えた場合には、成長変化の原因は好況が長かった原因､

不況が長かった原因に置き換えられ、先に述べたような成長源泉の分析

とは異なり、需要側の分析が不可欠となるはずである。とくに不況は、

需要不足の状況なので需要分析が鍵となる11)。 

以上の指摘から次のように総括することができる。時代による成長変

化は、投資や技術進歩を外生変数として扱った供給側源泉分析で明らか

にできるものではなく、技術進歩・投資・成長の需要・供給双方からの

相互作用による総合的メカニズムの分析によって、始めて解明されるも

のであること、そして成長変化の原因は、そのメカニズムの働き方に影

響を及ぼす環境・制度、に求めざるを得ないこと、である12)。 

 

２ 成長変化と環境・制度との関係 

 成長変化の原因を環境・制度に遡って求めざるを得ないとして、レ

ヴィン＝レネルトの回帰式を用いたクラフツの新成長理論分析では、回

帰式に制度・政策変数が入っていたので、まずこれから見ておこう。 

 成長率の説明変数としてキャッチアップ余地、投資、教育、政府消費

が有意とされた。このうち投資を環境・制度としてまた説明変数として

扱うのは、問題であることをすでに述べた。バロの諸国間回帰分析では､

投資を除去し、教育、政府消費のほかに、法的ルール整備指数や民主制

指数の変数も入れて、それらが有意であるとしている13)。 

 しかし彼らの回帰式推計には次のような問題点が指摘される。 

第１に、制度・政策変数の有意性は、クラフツが用いたレヴィン＝レ

ネルトの回帰式にしてもバロの回帰式にしても、ある時代の諸国間の分

析に限られているが、安定していない。レヴィン＝レネルトは、いろい

ろな制度変数を回帰させたが、キャッチアップ余地と投資比率以外の変

数は単独では有意でなく、組み合わせ方で有意性が変わることを指摘し

ているし、バロもある集団の影響で回帰結果が左右されること、他方投

資と成長の関係のように因果関係が逆と思われるものもあること、を指

摘している14)。 
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第２に、クラフツの分析では回帰式で説明できない残差が大きなウェ

イトを占めたが、これは変数に含まれない別の制度要因があるからとし

ているものの、その特定が困難なことを示している。 

 以上のことは、環境・制度は個別制度ごとにではなく全体ないし総合

的に捕えるべきことを示唆している、と考えてよかろう15)。 

 そこで成長変化の原因として環境・制度をもっとも重視し、そこに焦

点を合わせた制度重視型分析を検討することとしよう。これには経済学

的分析と歴史学的分析の２タイプがある。 

 まず注目を浴びたのは、レギュラシオン学派の視点からのグリンほか

の経済学的分析である16)。まず、戦後1950－73年の高成長の原因は、需

要・供給の均衡的拡大と１人あたり実物資本の急成長であり、それを保

障したのが生産性と賃金の急速かつ並行的な上昇である、ことを実証す

る。そしてそれが可能となったのは、近代的経営管理の普及、価格・賃

金・生産性・利潤の間の安定的関係、新しい国家の役割、新しい国際秩

序である、とした。しかしこれらの成長要因は相互依存的であったので､

一部が侵食されると全体も崩れる関係にあり、60年代末から価格・賃

金・生産性・利潤の間の安定的関係が侵食されるとともに、高成長が終

焉を迎えた、とする。 

 それに対し経済史家ホブズボームは次のように主張する17)。成長のエ

ンジンは、キャッチアップ型技術革新を中核とする技術革新の一斉隆起

であるとし、キャッチアップ型技術革新の隆起は、混合経済体制とくに

完全雇用の公約と所得平等化政策による大衆消費市場の誕生、に起因す

るとしている。彼はこの他に、新国際秩序による国際分業と賃金・利潤

（投資）に関する労・資・政の合意、研究開発投資の寄与も認めている｡

彼の説は、所得平等化政策による大衆消費市場の発達を強調している点

が特徴的である。 

 経済学者であり経済史家でもあるアイケングリーンの強調点はこれと

異なり、成長のエンジンを投資に求め、制度的には、賃金適正化の取り

決めと経済開放化が鍵となった、と指摘する18)。賃金適正化が投資を可
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能とし（投資資金の供給）、投資需要を喚起（投資を利益あるものにす

る）したのであり、経済開放化が生産性の高い部門への投資を促進し、

需要を牽引したとする。そして高成長が終焉を迎えたのは、労働不足と

ともに労働者の交渉力が強化され、他方で石油危機、新国際秩序解体、

資本移動活発化、キャッチアップ余地の消失が起こって、これらの制度

的取り決めが崩壊したから、とする。 

 たしかに彼らの説は、もっとも重要な制度が何であったかを明白にし

ようとした、という点で高く評価されるが、しかし次のような問題もあ

る。 

第１に、戦後高成長の源泉を、実物資本投入つまり投資か技術革新か

に求めている点では、成長会計・新成長理論分析と基本的に変わらず、

たしかにそれら急成長の需要要因を重視しているものの、技術革新・投

資・成長の需要・供給双方からの相互作用による総合的メカニズムまで

は明らかにしていない。 

 第２に、それに影響を及ぼす環境・制度についても、重要と思われる

個別制度がどう作用したかの分析にとどまり、全体的な環境・制度とそ

れが総合的にどう作用したか、までは分析していない。ホブズボームは､

技術革新隆起の原因を所得平等化政策に求め、アイケングリーンは、投

資急成長の原因を賃金適正化合意に求めたが、実証がなされていないし､

そもそもこのような個別政策の効果として実証するのは難しかろう19)。 

 第３に、分析対象を戦後高成長の原因とその終焉に限定していて、３

時代にわたる成長変化まで分析していない。 

これに関連し、成長変化をもたらす環境・制度は、ある時代に突然現

れるのではなくそれ以前に起源があるはずなので、その意味からも３時

代を通して分析する必要がある。 

 このうち第２、第３の点については、トニオーロが暫定的解答を与え

ているので、これをまず見ておきたい20)。彼は次のように主張する。 

 第一次大戦前には、自由主義的資本主義はアメリカでは政治と経済の

安定を達成したが、西ヨーロッパではそれらを達成することができず、
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第一次大戦勃発を招いてしまった。1920年代にも、アメリカでは消費

革命に発展したが、西ヨーロッパでは企業家資本主義のほうは確立して

政治の安定化を達成したものの、経済的安定までは達成することができ

ず、恐慌から第二次大戦勃発に至ってしまった。第二次大戦後に、やっ

と二つの大戦と恐慌の反省から政治と経済の安定化のための制度を確立

し、他方アメリカと西ヨーロッパの間のギャップも最大化し、西ヨー

ロッパに人的資本が蓄積されていたことから、高成長を実現した。

と、、、、。 

 たしかに、戦後の高成長が実現するまでの歴史の軸はこのとおりかも

しれない。しかしこれでは、成長変化の原因を、西ヨーロッパ資本主義

の定着・安定化における発展段階に求めているにすぎず、成長変化をも

たらしたメカニズムも、現在に至るまでの歴史も解明されていない。技

術革新・投資・成長の相互作用を中核とした需要・供給の総合的メカニ

ズムに、環境・制度がどう総合的に作用して成長変化を起こしたのか、

そしてこれら環境・制度の起源はどこにあり歴史的にどう形成されたの

か、が明らかにならなければ、成長変化の真の原因は解明されない。 

 

３ 技術革新・投資・成長の総合的メカニズムと成長変化と環

境・制度との関係 

 それでは、成長会計・新成長理論分析でも落ちており、制度重視型分

析でも欠けていた、技術進歩・投資・成長の相互作用による総合的メカ

ニズムの探究に入ろう。ところでこれまで「技術進歩」という用語を用

いて分析してきたが、時代間の成長変化を扱うのだから、以下では、よ

り大きな革新的技術進歩をもたらす技術の採用である「技術革新」に注

目して分析することにしよう。 

 技術革新のプロセス、技術革新と成長の関係の諸側面については、多

くの研究がなされてきた21)。しかしすでに指摘してきたように、実証分

析がなされた場合でも、時代間の成長変化の分析ではないばかりか、技

術革新・投資を外生変数として成長の供給側源泉と見る分析にとどまり､
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需要面を含む総合的メカニズムまでは明らかにしていない。 

そこでまず、技術革新・投資・成長の需要・供給双方からの相互作用

による総合的メカニズム、を提示するところから始めよう。それが第１

図である22)。ただしこの図の見方で二つほど注意しておきたい。一つ目

は､ここでの技術は、科学技術のみならず経営管理など組織面も含む広

義の技術を指すことである。二つ目は、人的資本との関連も外国からの

直接投資や貿易との関連も捨象して示していることである｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 技術の採用には、開発した新技術の採用とすでに成功し実用化されて

いる技術の導入の両方が含まれるが、先発国では前者が、後発国では後

者がより重要になるこというまでもない。まず発明・発見とそれに続く

技術開発、さらに技術の採用がある環境でなされたとして、そこから説

明を始めよう。技術の採用は、そのような技術を具現化する投資をして

はじめて実現するので、投資をスタートさせる。投資が成長すると、そ

れは直接的に総需要を牽引するので投資をさらに刺激する。 

 技術の採用と投資の成長は、生産性を上昇させ生産物の価格・品質を変

化させ、他方で所得を上昇させる。生産性上昇による所得の上昇は直接

的に総需要を成長させる。生産性上昇・所得上昇と生産物の価格・品質

の変化は、消費者の需要構造までも変え、他方で生産工程の変化を促す

第１図  技術革新・投資・成長の総合的メカニズム 

総需要の成長 

技術の採用 投資の成長 

生産性と所得の上昇 
需要構造と技術の導入可能性の変化 

さらなる技術の開発・ 
導入へのインセンティブ 
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ので生産者の技術の導入可能性に新たな道をも開く。これらは一方で総

需要の成長、他方でさらなる技術の開発・導入へのインセンティブを与

える。 

 総需要の成長は、さらなる技術の採用を伴う場合も伴わない場合もあ

るが、投資の成長を促し、その結果生産性と所得の上昇をもたらし、需

要構造と技術の導入可能性の変化をも誘発する。これらと投資によって

引き起こされたさらなる技術の開発・導入へのインセンティブは、次の

技術の採用へつながり、投資の成長、生産性と所得の上昇、需要構造と

技術の導入可能性の変化を通して、総需要の成長とさらなる技術開発・

導入へのインセンティブにつながる。こうして技術革新と投資と成長の

相互作用メカニズムは、好循環を形成して持続する。 

このメカニズムが活発に働くとき、技術進歩ないし外部経済効果とし

て計測された残差が大きくなり、投資が増加し、その結果成長が加速す

る。逆にこのメカニズムの働き方が不活発なとき、技術進歩ないし外部

経済効果として計測された残差が小さくなり、投資が停滞し、その結果

成長が減速する、のであろう。マディソンやクラフツの推計における投

資の変化や計測できない残差の変化は、このようなメカニズムの働き方

の変化で説明するほうが、説得的であるし時代を超えて適用できる点で

優れていよう。 

それでは、この技術革新・投資・成長の相互作用メカニズムの働き方

が、時代によって変化する原因は何か。それは、技術の採用や投資を担

い消費を担う経済主体が、どういう「期待」を抱くことができその確実

性はどの程度か、にかかっていよう23)。まずこの点の認識から出発しな

ければならない。 

ではどういうことに関する期待が重要なのか。上のことを意思決定な

いし行動するには、経済の安定・拡大と競争・支援に関する期待こそが

鍵となろう。それゆえ、成長変化の原因となる環境・制度といっても、

経済主体のこのような期待とその確実性を左右する環境・制度、に注目

する必要がある｡ 
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このような広い範囲の期待を左右する環境・制度となると、これまで

に明らかにしたように、個別制度では十分ではなく、全体として総合的

に作用するような環境・制度でなければならないであろう。 

それでは、経済主体の安定・拡大と競争・支援に関する期待を左右す

る環境・制度、とはどういうものか。便宜的に国際的な環境・制度と国

内的な環境・制度に分けてみよう。国際的なものとしては、固定為替相

場と直接投資を軸とする安定的な国際通貨と資本移動の体制、需要確保

ないし競争促進につながる貿易体制、それらによる技術伝播体制、そし

てそれらを安定的に維持する覇権体制ないし国際協力体制、などが重要

となろう。これらが形成され強化される時代か、形成されず崩れていく

時代かで、上述の技術革新・投資・成長の相互作用メカニズムの働き方

が異なる、と考えられる。 

国内的な環境・制度としては、貨幣量の安定的拡大を保障する通貨体

制、総需要の安定的拡大を可能とする裁量的財政金融政策と所得平等

化・福祉の体制、民主的で自由な活動と競争を促す体制、高度な人的資

本の存在､賃金・インフレが適正化される環境ないし体制、技術の開

発・導入を支援する体制、投資促進的な金融資本市場の存在、などが考

えられよう。これらが形成され強化される時代か､形成されず崩れてい

く時代かで、上述の技術革新・投資・成長の相互作用メカニズムの働き

方が異なるであろう。 

成長変化が起こる原因をこのように理解すると、1950－73年の高成

長の原因だけでなく、すべての時代について時代ごとに成長変化した原

因が何なのか、が明らかになる。しかも各時代の環境・制度とその作用

は、ある時代に突然現れるのではなくそれ以前に起源があるものなので､

それらが歴史的にどのようにして形成されたのかを明らかにすれば、時

代ごとに成長変化が起こった真の原因が解明されるであろう。 

以下時代ごとに、環境・制度がどう生まれ、それが技術革新・投資・

成長の総合的メカニズムにどう作用し、それらが歴史的にどのように形

成されたのか、を明らかにしてみよう。 
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４ 成長変化の歴史的分析 その１――戦前 

 まず第二次大戦前の戦前について、環境・制度がどのように総合的メ

カニズムに作用して経済を低成長に導いたのか、を見てみよう24)。 

 1760/80－1830年にイギリスで歴史上最初に起こった産業革命は、

1830－50年にヨーロッパ大陸の西半分とアメリカに伝播したが、イギ

リスでは1850年ごろ、アメリカとヨーロッパ大陸西半分では1870年ご

ろに完成した。それとともに、各国によってイギリスの金本位制が導入

され国際的な金本位制が確立し、貿易と資本取引がイギリスを世界のセ

ンターとして拡大していった。ただヨーロッパ大陸諸国の産業革命は、

発展段階の異なる地域間の技術・資本移転と商品交換という、相互の結

びつきで達成されたので、これが大国による遅れた国に対する帝国主義

的膨張とそれをめぐっての大国間の対立を生み出す起源となる。 

 1870－1913年には、工業と農業双方の生産力が飛躍的に伸びたが金

本位制下であったため世界的供給過剰が生まれ、競争が熾烈になり、イ

ギリス以外ではついに保護貿易政策が採られるに至る。その中からアメ

リカとヨーロッパ大陸西半分で生まれたのが、現代の産業・経済構造に

近い産業革命第二段階である。その結果経済力と軍事力で優位に立つ国

は、イギリスからアメリカとドイツに移っていくが、前述の大国の帝国

主義的膨張と対立から、第一次大戦（1914－18年）が勃発した。 

 第一次大戦は、イギリスを中心とした循環で成り立っていた国際金本

位制も、対外資本取引・貿易体制も破壊した。第一次大戦でアメリカは

戦時物資を大量に受注して、農業・工業双方の輸出と生産を急増させ､戦

争が終わったときには、GDPで世界の４分の１(先進17カ国中では４

割）を占めるほどの圧倒的経済力を持ち、債務国から債権国に転じてイ

ギリスに代わる経済覇権国に実質的にはなっていた。戦後の国際政治体

制は､大戦を終結させたアメリカの主導で構築されるはずであった。し

かしアメリカ国内で国際連盟加盟を含むヨーロッパへの関与が反対され

たため､ヨーロッパのことは、互いに相手に不信感を抱き不安定な状況

にあるヨーロッパ諸国に任されることになった。 
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ヨーロッパ諸国は、第一次大戦で疲弊し諸国間の経済取引も分断され

て、多額の債務を負った。戦後、戦時統制経済体制から自由主義的な平

時経済体制に戻していったが、戦争で生産基盤を失った上に、戦時国債

の累積により貨幣供給量が過大となっていたのでインフレに陥った。自

らの生産を回復させると、今度は農産物・工業生産物とも世界的供給過

剰に直面し、その中で輸出不振したがって不況に苦しめられることに

なった｡こうしてアメリカとヨーロッパの間には、戦後大きな不均衡が

発生し、ヨーロッパは独自で経済を再建し安定させる力を失っていた。 

他方で、ドイツは苛酷な賠償債務を課され、それが払われないとイギ

リスはアメリカに、フランスはイギリスとアメリカに負った戦時債務を

返せない、という関係に置かれていた。その中で24年にやっと、ドー

ズ暫定案とアメリカからの資本取り入れが実現した。これによって各国

経済は安定したが、同時に、短期資本を取り入れた国からまた資本を取

り入れる、という対外資本取り入れの相互依存関係が拡がっていった。

そういう中で、早くも1919年に金本位制に復帰したアメリカを追うよう

に、イギリス、ドイツ、フランスほかの国も、大戦前の金本位制に復帰

していったのである。 

西ヨーロッパ主要国の間でも状況は違うので、個別に見てみよう。イ

ギリスでは第一次大戦後、戦争中に力を増した労働組合運動は抑えられ

たものの、議会では自由党に代わって労働党が台頭することになった。

経済のほうも、復興需要はあったものの、輸出を産業革命第一段階の産

業に依存していたため、世界的供給過剰のもとで輸出不振に苦しみ回復

しなかった。その中で再び世界の金融センターになろうと、1924年に

旧平価で金本位制に復帰したため、引き締め的な経済政策が採られた。

輸出打撃の大きかった石炭業での労使対決はゼネストに発展し、政治と

社会は不安定のまま推移した25)。 

ドイツでは1918年の革命からワイマール体制が成立していたが、敗

戦で重工業地帯の一部を失い、苛酷な賠償債務を課され、超インフレに

苦しめられて危機に陥っていた。そこを24年のドーズ暫定案成立で安
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定を得たのであるが、ワイマール体制は労働者に大幅の譲歩を許したの

で、供給過剰下でも生産性を上回る賃金上昇を迫られ、企業の利潤率は

回復しなかった。アメリカからの資本の取り入れに依存し、25年から

は金本位制に復帰して合理化政策を進めたので、経済はデフレ圧力を受

るようになった26)。 

フランスは、復興需要と低い為替レートによる輸出増で、経済を比較

的早く復興させたが、28年に低い為替レートではあったものの金本位制

に復帰すると、その維持のために引き締め的な経済政策を採り続けた27)｡ 

こうしてヨーロッパ主要国はデフレ的な経済状態に入り、GDPが戦

前ピーク水準に回復したのは、フランスの場合23年だが、イギリス、

ドイツでは25年になってからであった。しかし以降も上述の状態で不

況色に覆われ、失業率の上昇に悩まされた。このような状況では、技術

革新・投資・成長の相互作用メカニズムが働かなかったのも当然であっ

た｡ 

他方アメリカでは、供給過剰下にあった農業と産業革命第一段階の産

業は不振を免れなかったものの、産業革命第二段階で花開いた新産業が

本格的な発展をとげ、生産性上昇、所得上昇、輸出超過が続くとともに、

消費者信用・住宅金融制度の発達によって、消費革命が起こった。しか

しこの過程で、世界の経常収支赤字ファイナンスと債務返済のための対

外資本供与が急増し、国内貨幣供給量の過大化も招いたため、28年か

らバブルが発生してしまった。29年秋についにバブルが崩壊し株式市

場が大暴落すると、アメリカ経済は急速に縮小したが、それはアメリカ

の輸入減、対外資本供与縮小につながった。 

その結果、アメリカへの輸出とアメリカからの資本取り入れに最終的

に依存していたヨーロッパと中南米で、経済破綻が始まり、西ヨーロッ

パ諸国も31年から国際金融危機と国内での金融恐慌に襲われるように

なった。これはアメリカに波及し、各国はついに金本位制放棄と為替

レート切り下げに追い込まれた。同時に、戦後も貿易制限的な動きが

あった中で、国内産業保護のためにアメリカが保護貿易政策を採ったの
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に対し、32年以降各国が保護貿易政策を採り合い、主要国は経済ブ

ロック化まで進めた。これらは世界貿易を大幅に縮小させ各国経済の不

況を悪化させた。こうしてアメリカ発のバブル崩壊は世界恐慌に発展す

るとともに、各国では経済の縮小予想が経済活動を縮小させる悪循環に

陥り、貨幣供給量が大幅に収縮するとともに、GDPが急激に減少した｡

32ないし33年には底となるが、失業率は25％前後に達した。 

この中から各国は管理通貨制に移行するとともに、財政赤字により公

共事業を拡大し、ドイツなどファシズムが台頭した国は軍備拡張まで進

めた。これによって32年以降総需要をじょじょに回復させていったも

のの、現状打破の動きは第二次大戦（1939－45年）を勃発させること

になった。恐慌による供給過剰が最終的に解消されたのは、アメリカも

西ヨーロッパも軍需生産によってであった。 

状況は国によって少し異なるので国別に見てみよう。イギリスも31年

には国際金融危機に巻き込まれ、それに対し引き締め政策で対処したが､

ついに金本位制廃止に追い込まれるとともに、32年には保護貿易政策

を採用し、英連邦の経済ブロック化政策を進めた。しかし失業を免れた

人々の住宅建設で経済回復のきっかけを得、財政赤字による軍需生産が

それを持続させた28)。 

ドイツは、31年に金融恐慌に襲われ金本位制を離脱したが、恐慌によ

る経済・社会不安と苛酷な戦後処理に対する不満の蓄積とで、33年にナ

チス政権を誕生させてしまった。同政権により、財政赤字による公共事

業、為替管理、さらには軍需生産が進められ、それとともに36年に利

潤率と雇用の回復が達成された29)。 

フランスの場合は、36年になったから金本位制が放棄されたが、それ

までは金本位制維持のために引き締め政策が採られたため、経済の回復

が遅れた。36年の人民戦線政府によって採られた政策も、労働者・農民

の購買力回復に重点を置いたため経済回復を遂げることができず、同政

府崩壊後、労使対立と社会不安が続いた30)。結局フランス経済は、戦争

が始まるまで本格的回復を遂げられず、戦争に入り間もなくすると、ド
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イツに占領されて下降してしまったのである。 

以上の経済の推移から、西ヨーロッパ３カ国のGDP成長率は、1913

－50年をとると、単純平均で年率1.2％（イギリス1.2％、ドイツ1.1％、

フランス1.2％）に落ち込んだ。戦間期だけをとると、状況は国によっ

て異なるが平均的に1924－37年でとると、年率2.0％（イギリス2.2％、

ドイツ3.3％、フランス0.9％）であった。 

戦前に西ヨーロッパ経済を低成長にとどまらせたメカニズムは、以上

の説明から次のようにまとめることができよう。 

第１に、ヨーロッパは第一次大戦により疲弊・不安定化し、やっと安

定しても、デフレ的経済政策を強いる金本位制への復帰とその維持にこ

だわったため、経済の回復と政治・社会の安定を得られず、技術革新・

投資・成長の相互作用メカニズムが十分に働かなかったこと。 

第２に、産業革命第二段階入りと第一次大戦により、アメリカは、圧

倒的な経済力を有する覇権国となったが、ヨーロッパの安定には関予せ

ず、他方でヨーロッパと全世界が、アメリカの対外資本供与・輸入に依

存し、しかも各国は相互に短期的資本の取り入れに依存する、という不

安定な状況に置かれたこと。 

第３に、そのアメリカでバブルが発生し崩壊したこと。 

第４に、それが第１、第２の状況によって、31年の国際金融危機・金

融恐慌の発生とその世界的波及につながり、他方で為替レート切り下げ

と保護貿易政策が採られて貿易が縮小したので、世界恐慌に発展したこ

と｡恐慌からの脱却は、軍需生産による需要回復まで待たねばならなかっ

た｡ 

以上を一言でいうなら戦間期には、国際的にも国内的にも、安定・拡

大と競争・支援を期待できる環境・制度が形成されることなく、崩れて

いったため、技術革新・投資・成長の相互作用が働かなかったばかりか､

アメリカから発生した世界恐慌に巻き込まれた、ということになる。こ

のような環境・制度のもとでは、1925年ごろに、西ヨーロッパにアメ

リカとの間で技術・経済水準のキャッチアップ余地が存在したとしても､
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技術革新・投資・成長の相互作用メカニズムを働かせることができな

かった、のは当然といえよう。 

そしてこのような環境・制度は、第一次大戦を勃発させ大戦によって

さらに悪化した環境・制度のもとで大戦前の体制へ復帰しようとしたこ

とと、アメリカでバブルが発生し崩壊したこと、に起源があるといって

よい。 

 

５ 成長変化の歴史的分析 その２――第二次大戦後1973年まで 

次に第二次大戦後から1973年までの期間において、環境・制度が総

合的メカニズムにどのように作用して経済を高成長に導いたのか、を見

てみよう31)。 

第二次大戦によりアメリカは恐慌から脱却し、GDPをほぼ倍増させ

たので、戦争が終わった1945年には、世界に対し軍事力と経済力の両

方で圧倒的優位を勝ち取っていた。1947―48年でもまだ世界のGDPの

３割（先進17カ国中では5割）、同じく輸出の３分の１、金保有高の４

分の３弱、対外資本供与の４分の３をアメリカが占める有様であった。 

こうした軍事力と経済力を背景に、第二次大戦を終結させたアメリカ

は、世界恐慌と第二次大戦を引き起こした戦間期の制度・政策に対する

反省に立ち、さらにソ連圏の拡大に見られる共産主義の脅威から、文字

通り覇権国としての立場を明確にし行動した。国際連合設立と広範な軍

事同盟ネットワークにより安全保障体制を構築するとともに、安定的な

国際通貨体制を敷くための金ドル本位制を構築した。これが貿易と安定

的資本移動を活発化させた。貿易面でも経済ブロック解体・開放的体制

への移行を求め、GATTの枠組みを整備した。 

他方で各国では、国内経済体制として、戦時中の統制経済から平時の

自由主義的経済体制へどう復帰させるかが課題となった。しかし第一次

大戦後と違い、世界恐慌と戦時中の経験、それに現実に社会主義圏が存

在し発展したことが、自由主義と社会主義的計画経済の双方を混合した

混合経済体制への道を歩ませた。 
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イギリスは戦後、労働党政権の下で基幹産業の国有化とともに所得平

等化と社会保障などの福祉拡充を実施したが、それはその後の保守党政

権の下でも維持され定着した。しかし戦後もアメリカからの借り入れに

頼らざるを得ず、そのために受け入れた経済ブロック解体・開放的体制

への移行、海外での軍事力維持は、弱い経済力と過大な対外短期債務を

抱えたイギリスにとっては、重すぎる負担となり、たびたびポンド危機

に見舞われるようになった。 

ドイツは、敗戦により連合国占領下の西ドイツとソ連占領下の東ドイ

ツに分断されたが、西ドイツのほうでは所得平等化と社会保障などの福

祉拡充が実施された。50年代には政府と産業界の協力体制と、労働組

合が企業経営へ参加する労使協調体制が生まれた。フランスの場合は、

ドイツ占領から解放されてすぐに、国有化と経済計画を導入して近代化

投資を進めるとともに保護貿易政策を採ったが、他方で企業経営への労

働者の参加を認める企業委員会・職場代表を制度化し、社会保障を拡充

した32)。 

金ドル本位制の採用は固定為替相場制である限り、戦前の金本位制と

同じような制約を各国に課すはずであったが、為替レートの調整を認め

たくぎ付け制で弾力的に運営され、またアメリカの総需要拡大政策で輸

出が伸びたため、いずれの国も管理通貨制のもとで裁量的財政金融政策

を積極的に導入して、国内経済の安定的拡大を志向することができた。 

こうした国内経済安定化の政策とアメリカからのマーシャル・プラン

（1948―51年）その他の援助によって、西ヨーロッパ諸国は、終戦後間

もない1947年から50年の間に、GDPで戦争開始前ピーク時の水準まで

回復することができたのである。マーシャル・プランは、アメリカが、

冷戦の開始とともに現実となった共産主義の恐怖に対抗する上でも、西

ヨーロッパの早期の経済復興が必要と判断して、実施されたものである｡

これらの援助で、ドル不足から食料をはじめ基礎物資の輸入がままなら

ない状態が打開されたのである。マーシャル・プランには資金面に留ま

らず経営管理・技術の支援も含まれていたし、軍事同盟によって安全が
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保障されアメリカからの直接投資が活発になされたので、西ヨーロッパの

技術革新は大きく前進した。 

混合経済体制の一連の政策、すなわち民主化と自由競争促進の政策、

所得平等化・福祉拡充政策、完全雇用の公約と裁量的財政金融政策の導

入は、国内市場の急速かつ安定的拡大を保障するもの、と受け止められ

るようになった。さらに前述の労使関係から、完全雇用と適正な賃金上

昇を保障する代わりに、企業利潤を確保させるという合意が形成されて

いった。このような環境・制度のもとで企業は技術革新と投資を不安な

く挙行し、しかもそれを持続させることができた。消費者もかつてぜい

沢品とされた耐久消費財を、不安なく購入し続けられたのである｡ 

その結果起こったのが、戦前のアメリカの技術・経済水準へ全面的に

キャッチアップするための技術革新の隆起であり、工業の飛躍的発展で

あった。そしていったん技術革新が起こると、すでに述べた技術革新・

投資・成長の相互作用メカニズムによって、さらなる技術革新・投資・

成長が実現し、持続することになった。それが戦時中・戦後の技術開発

の実用化を誘発して、技術革新の隆起・群生化を歴史上かつて見られな

い大きな波にしたのである。しかもこのときには、より高度な教育を受

けた人的資本が存在し、西ドイツ・フランスなどヨーロッパ大陸諸国で

は、農業や自営業の就業人口のウェイトが大きくて労働移動余地があり､

また政府による競争促進と研究開発投資支援がなされ、アメリカからの

直接投資も急増したのである。 

西ドイツ・フランスなど大陸諸国の場合には、1951年に発足した6カ

国（フランス、西ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブ

ルク）による欧州石炭鉄鋼共同体、さらにそれを拡大発展させた1958

年発足の関税同盟である欧州経済共同体（67年に欧州共同体へ衣替

え）によっても、成長が加速された。前者は互いの不信感の除去と大規

模重化学工業の育成に寄与し、後者は域内貿易拡大による需要拡大・競

争・技術革新・分業を推進し、またアメリカからの直接投資を促したか

らである。GATTの枠組みも、60年代になると機能して、関税一括引き
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下げを達成するようになり、世界大での需要拡大と競争・技術革新・分

業を通して経済効率化を促した。他方イギリスは、経常収支赤字からポ

ンド危機に陥れば経済拡大を抑え、経常収支赤字が消えれば拡大を促す

という、ストップ・ゴー政策を余儀なくされて、長期にわたる成長を享

受することができなかった。 

こうして西ヨーロッパは、歴史上最高の経済成長率を謳歌したのであ

るが、1950―73年の３カ国のGDP成長率が、単純平均で4.7％（イギリ

ス3.0％、ドイツ6.0％、フランス5.0％）となったのは、以上の推移から

である。それにより失業率は、1950年代の数％から60年代になると平

均して1.5％にまで低下し、完全雇用が達成された。 

しかしこの成功の結果、完全雇用にとどまらず60年代末には労働力

不足が深刻となり、賃金暴騰が引き起こされるに至った。しかもドル危

機が発生するようになり、71年にはついに安定的国際通貨体制が崩壊

し、さらにそれまで低廉かつ安定的であった石油価格が73年末に大幅

に引き上げられたことで、高成長時代は終わりを告げられることとなっ

た。その過程は次章で詳しく述べたい。 

1950－73年に西ヨーロッパに高成長をもたらしたメカニズムは、次

のようにまとめられる。 

第１に、アメリカが安全保障体制と国際通貨・直接投資・貿易等に関

する、安定的拡大を保障する国際経済体制を築くとともに、西ヨーロッ

パ諸国の戦後再建を援助したこと。 

第２に、上記に加え、西ヨーロッパ諸国が混合経済体制を敷き、その

もとで民主化と自由競争促進、所得平等化・福祉拡充、完全雇用の公約

とそのための裁量的財政金融政策の導入、賃金・利潤適正化合意、研究

開発投資支援を進めたので、これらが総体として企業と消費者に安定的

拡大を期待させ、技術革新・投資・成長の相互作用メカニズムを強力に

働かせたこと。 

第３に、技術・経済水準のキャッチアップ余地、高度な人的資本、石

油資源の安定的供給体制も、上記メカニズムの働きを助長したこと。 
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第４に、欧州経済共同体設立なども、西ヨーロッパ全体の安定と需要

拡大・競争促進という側面から、上記メカニズムの働きを助長したこと｡ 

以上を一言でいうと、国際的にも国内的にも、安定・拡大と競争・支

援を期待させる環境・制度が形成・強化されたために、技術革新・投

資・成長の相互作用メカニズムの働きが加速された、ということになる｡

このメカニズムの戦前・戦後の働き方の格差が、クラフツの回帰式推計

において、同じキャッチアップ余地にかかわらず投資と計測できない残

差の格差を生み出したのである。 

そしてこれらの環境・制度は、技術・経済水準のキャッチアップ余地

と高度な人的資本が存在した中で、西ヨーロッパ諸国と覇権国アメリカ

が、２つの世界大戦と恐慌から学び冷戦の現実に対処するため、混合経

済体制と覇権体制を敷き、まさに安定と拡大、競争と支援の諸政策を国

内・国際双方で総合的に採ったことに、起源があるといってよい。 

 

６ 成長変化と歴史的分析 その３――1973年から現在まで 

 最後に1973年から現在までの期間について、環境・制度が総合的メ

カニズムに作用して経済をどう低成長に導いたのか、を見てみよう33)。 

1950－73年の高成長を特徴づけた技術革新の隆起・群生化も、その

中核を占めたアメリカ水準へのキャッチアップが完了するとともに、沈

静化し始めたが、そこに西ヨーロッパ各国では、60年代末に労働力不

足から発生した賃金暴騰と、企業の投資収益率の低下が起こった。これ

で技術革新・投資・成長の相互作用メカニズムが減速し始めたのである｡ 

さらに、西ヨーロッパ・日本等の競争力がアメリカに対抗できるほど

強化され、他方でアメリカが、ドルが国際通貨であるために経常収支均

衡を守る節度を放棄してきたため、アメリカの経常収支赤字が累積し、

ドル危機が発生した。このドル危機に対し、アメリカは71年についに

金ドル本位制の停止を選んでしまったので、安定的国際通貨体制が崩壊

した。他方で世界の石油需要は増勢の一途をたどっていた。 

ドル暴落と変動為替相場制への移行は、各国経済にデフレ圧力と不安
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定化をもたらしたが、ドルを買支えた国々には貨幣供給量の過大化によ

るインフレをもたらした。これらのすべてが、西ヨーロッパ諸国の高成

長終焉と停滞への移行を不可避としたのであるが、そこにインフレとド

ル暴落に対抗して、73年末に石油産油国機構が石油価格を大幅に引き

上げた（第一次石油危機）ため、停滞への移行が決定的となったのであ

る。石油危機は直ちに激しいインフレと経常収支の大幅赤字、それらに

伴う実質デフレ圧力によって、世界を不況に落とし入れたが、石油資源

の安定供給体制を前提として成り立っていた、それまでの需要・供給体

制を働かせなくすることで、停滞を長期化させた。 

しかし石油危機と変動相場制移行で、アメリカばかりでなく西ヨー

ロッパ主要国も、総需要拡大のための裁量的財政金融政策を安易に採る

ようになった。変動相場制のもとでは、インフレ・経常収支不均衡は、

為替相場の変化を通して自動的に調整されるので心配しなくてよい、と

考えられたからである。他方で技術革新の高度化と自由貿易の拡大、さ

らに石油危機は、各国に急速な構造変化を迫ったが、その結果人々の間

に貧富の差が拡がり､これに対する政府の福祉支出が膨張した。こうし

て70年代に各国の財政赤字と貨幣供給量は膨張していった。 

インフレとドル下落に対して、再び石油産油国は79年末に第二次石

油危機を引き起こしたが、これは、省エネルギー型経済への転換を怠っ

た西ヨーロッパとアメリカの経済に、とくに深刻な影響を及ぼした。そ

れに対し供給側重視政策への転換も見られたが、総需要拡大と福祉拡充

のための財政政策が継続された結果、80年代には西ヨーロッパ諸国の

公的部門支出と公的債務残高は膨大になり、これ以上の拡大は困難と考

えられるまでになった。 

それは同時に、赤字財政拡大が経済回復に効果を挙げなくなった結果

であることを物語るが、そうなったのは、不安定化した経済の中で、企

業と消費者の経済活動が慎重になって波及効果が小さくなったからであ

り、変動相場制のもとでは為替レートの変動を通して効果が減殺されて

しまうからであった。さらに困ったことに､赤字財政による総需要維持
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と公的部門拡大を続けたことが、経済全体の供給体制を非効率にしてし

まい、それが為替レート変動による不安定化とともに、企業を国内投資

より海外直接投資に向かわせるように働いた。これが西ヨーロッパの低

成長を持続させる要因となったことはいうまでもない。 

ただし発展途上国への投融資環境も安定してはいなかった。石油危機

を契機に、多くの発展途上国が経常収支赤字ファイナンスと公的部門支

出のために対外債務を累積させたが、激しい短期的資本移動は、80, 90

年代に対外債務累積国の債務破綻とそれに連鎖する国際金融危機を招い

て、世界経済をかく乱したからである。さらにそれらの国では、IMF管

理下で厳しい総需要圧縮策も強いられたので、状況はさらに悪化した。 

他方でアメリカの経常収支赤字は止まらなかったので、アメリカは

85年に純債務国になり、そのファイナンスを円滑にする上からも、資

本移動の自由化が世界的にいっそう推し進められた。しかもそれは利益

を求めて他へ投融資されたので、短期的資本移動が拡大しそれに各国が

相互に依存し合うようになった。それは各国の経済を不安定にするとと

もに、為替レートを大幅に変動させたので、企業経営と国家経済の不安

定性を増幅した。 

70年代、80年代に採られた政策は、貨幣供給量を累積的に膨張させ

ていたが、そこに資本移動自由化の国内政策である金融市場自由化措置

が採られたため、86－89年にアメリカと西ヨーロッパの一部と日本で

バブルが発生した。これらの国はその崩壊による不況にも見舞われた。

資本移動の拡大によるバブル発生と崩壊も、97―98年のアジアにおけ

る国際金融危機となって現れた。90年代後半には、アメリカが情報通

信革命により高成長を謳歌したが、経常収支赤字拡大の中でそれを持続

させバブル発生につなげたのも、このような国際資本移動であった。ア

メリカの高成長・バブル化は、世界の輸出成長を支える役割を果たした

が、2000年年央にはそのバブルが崩壊し2001年に同時多発テロも受け

たので、今後その浸透とともに世界経済が大きな影響を受けるのではな

いかと懸念される。 
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西ヨーロッパでは、73年にイギリス・アイルランド・デンマークの

加盟を認めて拡大した欧州共同体で、79年の欧州通貨制度発足に続い

て85年に市場統合完成が決定されたため、域内貿易と域内および域外

からの直接投資が活発化して、80年代後半には高成長を享受するまで

になった。しかし冷戦終結・ソ連圏崩壊という歴史的大事件に巻き込ま

れ､東西ドイツ統一と通貨統合を急いだ過程で、90年以降強い引き締め

政策と財政赤字削減を余儀なくされた。それがこれらの国を低成長に陥

らせたのである。他方で先端技術とくに情報通信技術の採用が全体とし

て遅れ、競争力が強化されなかったので、これも低成長長期化の要因と

なった。イギリスの場合は、サッチャーの供給体制改革のある程度の効

果と通貨統合不参加を決めたことにより、相対的に高い成長を実現する

ことができた。 

以上の結果、1973－92年の西ヨーロッパ３カ国のGDP成長率は、単

純平均で2.1％（イギリス1.6％、ドイツ2.3％、フランス2.3％）と落ち､

1992－2000年でも３カ国平均で2.1％（イギリス3.0％、ドイツ2.3％、フ

ランス2.3％）にとどまったのである。 

1973－2000年に西ヨーロッパが低成長に陥ったメカニズムをまとめ

ると、次のようになる。 

第１に、キャッチアップ型技術革新余地、労働移動余地が消失し、そ

こに賃金暴騰が起こったため、技術革新・投資・成長の相互作用メカニ

ズムの働きが減速し始めたこと。 

第２に、アメリカの恒常的経常収支赤字から安定的な国際通貨・資本

移動体制が崩壊したため、企業経営と国家経済が不安定になり、さらに

この崩壊が石油危機その他の国際経済の混乱を引き起こしたため、国内

経済活動が沈滞化し、上記メカニズムの減速が定着したこと。 

第３に、石油危機と変動為替相場制のもとで、裁量的財政金融政策と

くに赤字財政による公的部門支出拡大に過度に依存して供給体制を非効

率にし、資本移動自由化を進めて不安定化を増幅させたことが、国内経

済活動を沈滞させる要因として働いたこと。 
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第４に、90年以降は冷戦終焉・ソ連圏崩壊に見舞われて、東西ドイ

ツ統一・通貨統合を急いだ過程で、引き締め的政策を余儀なくされたこ

と｡ 

以上を一言でいうなら、この時代には、国際的・国内的双方ともに、

安定・拡大と競争・支援を期待させる環境・制度が崩れていったため、

西ヨーロッパの技術革新・投資・成長の総合的メカニズムが大きく減速

した、ということができる。 

そしてそのような環境・制度は、1950－73年の環境・制度が、国

内・国際双方であまりに大きな成果をあげたために崩壊してしまったこ

と、不安定化した経済の中で裁量的財政金融政策とくに赤字財政に過度

に依存し資本移動自由化を進めたこと、に起源があるといってよい。 

 

結論 

 西ヨーロッパが、第一次大戦から第二次大戦の間では低成長で、第二

次大戦後1950－73年に歴史上最高の高成長を達成し、しかし1973年以

降現在まで低成長に陥る、というように成長変化を経験したのは、どう

してか。これについてはもっとも興味ある歴史学上、経済学上の分析課

題として､これまで多くの研究がなされてきたが、最近の両学問分野の

発展でより実証的な分析が発表されるようになった。それらが成長会計

分析、新成長理論分析、制度重視型分析である。 

 成長会計分析の代表としてマディソン、新成長理論分析の代表として

クラフツの分析をとると、成長変化の源泉は、第１に投資、第２に技術

進歩・外部経済効果を示す計測できない残差、第３にその他の源泉、の

変化であると計測されたが、彼らの分析には次のような限界が指摘され

る。 

 第１に、主要源泉である投資と計測できない残差が、どうして変化し

たのか説明しておらず、結局、その変化の原因を環境・制度要因に求め

ている。第２に、実際にはそれらを外生変数として扱い、成長の供給側

源泉分析の枠組みで計測しており、成長を内生的メカニズムでは説明し
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ていない。現実の成長は、技術進歩・投資・成長の需要・供給双方から

の相互作用メカニズムの中で実現している、という事実から出発する必

要があろう。とくに時代ごとの成長変化を、長期にわたる好況または不

況によるものと捕えるなら、需要分析は不可欠なはずである。 

 次に、投資・技術進歩の変化の原因を環境・制度に求めるとして、そ

の求め方を検討した。新成長理論分析結果からは、制度は個別にでなく

全体として総合的に成長に作用している、と捕えるべきことが示唆され

た。そこで制度重視型分析結果を検討すると、戦後高成長の分析に限ら

れるが、高成長の源泉は高投資か技術革新隆起かに求められ、その原因

として、前者の場合賃金・利潤適正化が、後者の場合所得平等化政策が

強調された。しかしこの分析にも次のような問題点が指摘される。 

 第１に、成長の源泉を投資か技術革新かに求め、その変化の原因とし

て需要要因を重視しているものの、技術革新・投資・成長の相互作用メ

カニズムまでは分析していない。第２に、投資・技術革新の変化の原因

を、個別制度に求めて全体的な環境・制度の総合的作用まで分析してい

ない。第３に、３つの時代にわたる分析ではない。このうち第２と第３

に若干答えるものとして、戦前・戦後の資本主義に対する見方が提示さ

れているが、成長変化のメカニズムを解明するものではない。 

 以上から筆者自身の考えを提示することとしたが、まず、技術革新と

投資と成長がどのように相互作用し、成長を実現しているのか、を明ら

かにした。それは次のようなメカニズムである。技術の採用が投資の成

長につながり、両者は一方で生産性と所得の上昇、他方で需要構造と技

術の導入可能性の変化をもたらす。これらは一方で総需要の成長、他方

でさらなる技術の開発・導入へのインセンティブを誘発する。その結果

さらなる技術の採用と投資の成長がもたらされる。このようにして投

資・技術革新・成長は好循環プロセスに入って持続する。 

したがってこのメカニズムが強く働くとき高成長が実現し、働かなく

なるとき低成長に陥るわけだが、このメカニズムの働き方に影響するの

は、経済主体の安定・拡大と競争・支援に関する期待なので、これをも
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たらす全体的な環境・制度の総合的作用に注目しなければならない。 

 この枠組みで、戦前、戦後1950―73年、1973年以降現在までの 3 時代

にわたる、成長変化のメカニズムとその原因となった環境・制度を明ら

かにすると、次のようになる。 

 戦前に西ヨーロッパを低成長に陥らせたメカニズムを要約すると、第

１に、第一次大戦によりヨーロッパは疲弊・不安定化したが、デフレ的

政策を強いる金本位制に復帰したため、経済の回復と安定を得られず、

技術革新・投資・成長の相互作用メカニズムが働かなかったこと、第２

に、実質的に覇権国となったアメリカはヨーロッパの安定に関与せず、

他方で世界各国は、アメリカの対外資本供与・輸入と相互間の短期的資

本の取り入れに依存する、という不安定な状態に置かれたこと、第３に

アメリカでのバブル発生と崩壊、第４に、それが第１、第２の状況によ

り、31年からの国際金融危機・金融恐慌と為替レート切り下げ・保護

貿易政策採用に発展し、世界恐慌を招いたこと、ということになる。恐

慌からの脱却は、軍需生産による需要回復まで待たねばならなかった｡ 

 つまり戦前では、国際的にも国内的にも、安定・拡大と競争・支援を

期待させる環境・制度が形成されることなく崩れていったため、低成長

に陥り、世界恐慌に発展したのである。それは、第一次大戦を勃発させ

大戦で悪化した環境・制度のもとで大戦前の体制へ復帰しようとしたこ

とと、アメリカでバブルが発生したこと、に起源がある。 

 次に、戦後1950―73年に西ヨーロッパを高成長に導いたメカニズム

を要約すると、第１に、覇権国アメリカが安定的で拡大的な国際通貨と

資本移動、貿易の体制を構築し、西ヨーロッパ諸国の再建を援助したこ

と、第２に、以上に加え、西ヨーロッパ諸国が民主化・自由化、所得平

等化、裁量的財政金融政策、賃金・利潤適正化などの混合経済体制の諸

政策を採ったため、経済の安定的拡大を期待させたが、それが技術革

新・投資・成長の相互作用メカニズムを強力に働かせたこと、第３に

キャッチアップ余地・人的資本・石油安定供給体制の存在、第４に欧州

共同体設立も、上記メカニズムの働きを助長したこと、ということにな
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る。 

つまり1950－73年には、国際的にも国内的にも、拡大・安定・競

争・支援を期待させる環境・制度が形成・強化されたために、高成長が

実現したのであり、それは、キャッチアップ余地と高度・豊富な人的資

本のもとで、西ヨーロッパ諸国と覇権国アメリカが、２つの世界大戦と

恐慌から学び冷戦の現実に対処するため、まさに安定と拡大、競争と支

援の諸政策を国内・国際双方で総合的に採ったこと、に起源がある。 

1973年以降現在まで、西ヨーロッパが低成長に陥ったメカニズムを

要約すると、第１に、キャッチアップ余地・労働移動余地の消失と賃金

暴騰で、技術革新・投資・成長の相互作用メカニズムが減速し始めたこ

と、第２に、安定的国際通貨・資本移動体制の崩壊と石油危機が、企業

経営・国家経済を不安定にしたが、それが国内経済活動を沈滞化させ、

上記メカニズムの減速を定着させたこと、第３に、裁量的財政金融政策

とくに赤字財政への過度の依存で経済を非効率にし、資本移動自由化で

不安定性を増幅させたこと、第 4に、90年以降は東西ドイツ統一・通貨

統合の過程で引き締め政策を余儀なくされたこと、ということになる。 

つまり国際的・国内的双方ともに、安定・拡大と競争・支援を期待さ

せる環境・制度が崩れていったため、低成長に陥ったのであり、それは､

1950－73年の環境・制度が国内・国際双方で余りに大きな成果をあげ

たために崩壊してしまったこと、不安定化した経済の中で裁量的財政金

融政策に過度に依存し資本移動の自由化を進めたこと、に起源がある。 
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