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はじめに

この小さな本の最初の二章は、スタンフォード大学経済学部の招きで 1993年にやった
アロー講演だ。40年以上にわたる友人にしてすばらしい経済学者に敬意を表する機会を
与えてくれたことを、ギャヴィン・ライト教授をはじめとするスタンフォードの同業者諸
氏に感謝する。またその際に、妻と私はパロアルトですばらしい数日を過ごせたので、こ
の点についても感謝する。講演は、おおむね私の話した通りに印刷されている。これは別
に、単に私がものぐさなせいだけじゃない。私は講演の非公式な調子が好きだ。雑誌論文
や論考のフォーマルな形式は、基本的にはすべての理論が持っている探求的でほとんど遊
びのような性格を覆い隠し、あり得ないくらいにご大層なものにしてしまうようで怖い
のだ。
　
当初から、自分が話している中身について少し数値的な検討をしてみたら役にたつのは

わかっていた。だからスタンフォード大学出版局が、講演を本にしたいと言ってきたと
き、コンピュータシミュレーションの結果をまとめた第三の「バーチャル」講演を入れ
て補完することにした。プログラミングと計算をやってくれたのは、当時MITの三年生
だったアイリーン・ブルックスだ。彼女は知性と理解とエネルギーをたっぷり使ってその
任をこなしてくれた。第三章の図を作ってくれたリー・ウォードと、スタンフォード大学
出版局のエレン・Ｆ・スミスには、すばらしい楽々とした（少なくとも私にとってはだが）
編集作業に感謝したい。
　
出版局は、経済政策について何か一言言ったほうがいい本になるんじゃないかと提案し

てきた。検証もされてない、あるいは恣意的な検証しかしていない、あるいは頑強性のな
い理論的な考察から偉そうな政策提案が引き出されているのを見ると、私は軽いアレル
ギー反応を起こす（おかげで言うまでもなく、日々かゆい思いをさせられている）。だか
らかわりに、経済成長関係の政策に関する一般的な考察を含んだ昔の論文を入れることに
した。これはモデル検討一つから引き出したものではなく、多数の成長モデルでの一般的
な経験に基づいたものだ。ワシントンの、ジョンズ・ホプキンス大学高等国際研究校は、
1991年に私が行った講演を（すでに単独のパンフレットとして当時刊行されたにも関わ
らず）鷹揚にも再録させてくれた。この論文が要求通りの響きを持っているといいのだけ
れど。
　
いつもながら、原稿をタイプして、整形して、あっちを向いているべき時にこっちを向

いていたりしないよう確認してくれるアーセ・ハギンズとジャニス・マレイには感謝した
い。この念は毎年強まるばかりだ。みなさんもこのくらい幸運だとよろしいですな。
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*1訳注：いや、そのグニューな方ではありません。
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第 1章

成長理論から見た「やってみて
学習」

古き良き時代には、経済学の教授たちは自分の都合にあわせて研究を行い、論文を書い
たもんです。テーマは、たぶんシューベルトが主題を思いつくのと同じような形で湧い
てきました。どこからともなく、というわけじゃありません。というのも、誰しも歴史を
持っているし、何にでも文脈はあるからです。でも、それは内的環境と外的環境の可変
ミックスを通じて出てくるんです。当時は、講演依頼や会議への投稿依頼は珍しいもので
した。経済学者は、ストックを作るために書いたのであって、注文に応じて書いたわけ
じゃない。注文にあわせて知的生産をやっていると、やがてネタが底をついたりします。
もちろん必ずそうなるとは限りません。驚異的な反例としては、ゴールドベルグ変奏曲
や、ディアベリ変奏曲があるでしょう。でもこの音楽のどちらも変奏曲だという事実は、
何かしら物語るものではあります。
　
このアロー講演をやらないかとのご招待をいただいたとき、私はまるで、見える手に導

かれたように、あらかじめ決まったテーマを与えられているように感じました。アマル
ティア・センは、既存のものごとの序列にはまって社会選択の話をする以外の選択はな
いと感じたでしょう。フランク・ハーンは、一般均衡理論についての話をしなければ、慎
重に配置された均衡を乱したかのように感じたことでしょう。そして私の場合、なぜか
「やってみて学習」が何も考えないうちから頭に浮かんできました。しょっぱなから、こ
れは私にとって、「講演してみて学習」する機会なのははっきりしていたわけです。
そしてこれはまたとない機会でした。「やってみて学習の経済的含意」(1962) は、ア

ローの不純理論*1の中でほぼまちがいなく最重要なものです。確かに、アローの理論的大
砲には、不純理論はあまりありません。でもこの 1962年論文は、どういう基準で見ても
重要なものです。これは常に、「新」成長理論とか「内生的」成長理論の基礎となる研究
のご先祖として参照されています。実は、これは単なるご先祖よりちょいとすごいものな
んです。この講演で私が示したいのは、アローの論文は新成長理論を予見する寸前までき
ている、ということです。実はアローにその気さえあれば新成長理論を予見できていただ
ろう、と結論づけたい誘惑はあります。そして、何か無言の直感のためにアローは敢えて

*1訳注:middlebrow theory. ケネス・アローはハイブラウな純粋理論のゴリゴリに定式化された証明等のお
仕事が多いのです。
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そうしなかったんだ、とね。その直感がよかったのか悪かったのかを考える価値はあると
思います。アローが敢えて逃げた成長理論、とられなかった道が、正しい方向を向いてい
たのかどうか。
　
本章の私の計画は、まず「やってみて学習の経済的含意」の概観から始めることです。
みんながこの論文を知っているわけじゃありませんので。この概観はかなり端折ったつま
み食いになります。原論文を読むだけならだれでもできます。私はその肩に立ちたいん
です。
それから、アローのモデルと新成長理論の少なくともある一派との関係に注目して、ア
ローのモデルが一種のプロトタイプになっていること、そしてプロトタイプ以上になりか
けたのにアローがそれに背を向けたことを示します。もちろん、それが敢えて背を向けた
のか、単に気がつかなかったのかはわかりません。30年前に初めてこの論文を読んだと
き、それが刮目すべき特殊例を含んでいるなんてことに気がついた覚えはありません。実
は、内部の証拠を見ると、アローも気がついていなかったようです。だから私は「無言の」
直感と言ったんです。
続いて、私はアロー論文をジャンプ台にして、成長理論を再びホットなテーマにした最
近の驚異的な展開について、批判的な検討を加えます。そして最後に、やってみて学習モ
デルを発展させるまったく別の方向性を示唆します。これが第二章のテーマになります。
　
アローの 1962年論文には、技術水準を経済成長理論の内生的な要素にしたいという願
望が、動機として明記されています。技術進歩が完全に外生的であるわけがない、という
のはまるで目新しい発想なんかじゃありませんでした。企業（そして時に個人）はもっと
たくさんの価値ある技術知識を手に入れようとして、貴重なリソースを割いています。そ
れは金銭的なリターンを求めての行為だし、それが成功することだってある。でもそんな
観察だけじゃ、刺身のツマにもならんわけですな。それが何か結果を出すには、新技術を
獲得するプロセスをどうモデル化するか、という使い物になる発想が伴わなきゃいかんの
です。
一つの進め方は、産業研究開発というものを、値段は張るけれど利益追求の活動として
扱うことです。おもしろいことに、アローはその手をとりません。発明じゃなくて、むし
ろ学習という発想にいきなり移ります。そしてかれは、心理学者たちの一般的な信念を強
調します。「学習は経験の産物である」というやつですね（アローらしく、かれは経済学
以外の文献を参照しています。特にアーネスト・ヒルガードの学習理論の教科書や、ヴォ
ルフガング・ケーラーのゲシュタルトのアイデアとか。でもジョン・デューイは参照して
ません）。
本当に重要なのは、アローが生産の経験に依存した形で技術水準を表現しようとした、
ということです。この点でもアローは伝統的経済学の外の文献を参照しています。飛行機
の機体を作るのに必要な直接労働力は、累積のアウトプットの関数としてきわめて安定
した形で下がるようで、その弾性値が（マイナス）1/3 だという事実です（これは当時、
RAND研究所あたりではよく知られていました）。この規則性は、現場の人間には「学習
曲線」と呼ばれていました。つまりアローがやろうとしたのは、生産の経験が副産物とし
て自動的に生産性を向上させる、つまり技術進歩と十分に考えられるものを伴う、という
仮説を含んだモデルを作ることでした。もちろん、いったんこれが知られれば、市場判断
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はこれを生産の一つの便益として考慮に含めるようになるでしょう。ちょうど機体製造業
者たちが学習曲線の概念を使ってコスト予測を行い、入札の参考にするようになったよ
うに。
　
アローは、学習は総投資に応じて起こるという扱いを選んでいます。資本設備は均等

の（果てしなくちっちゃな）大きさでやってきて、それらの設備を使って得られる生産性
は、そのユニットが生産されるときまでにどれだけ投資が行われたか、というので決まっ
てきます。ここでキーとなるのは、生産性は投資の多い時期には急速に進歩して、総投
資が遅い（またはない）時にはゆっくり起こる（またはまるで起こらない）ということで
す。はっきりした「研究」活動がなくても、生産性の時間変化率は、それが経済的な意思
決定（この場合には新しい資本設備を買おうという意思決定）に依存しているという意味
でちゃんと内生的になっているわけです。
機体の学習曲線のほうは、累積投資ではなく累積の生産量に対する形で述べられていま

した。そして、直感的には「経験」といったら累積の投資よりは累積の生産量に対応する
ほうが自然でしょう。だってある機械のオペレータは、経験を積むほど上手になりますか
らね。アローはここでのすり替えについてちょっと説明していて、それはこの手の学習を
排除するものなんですが、いま読むとずいぶんヘンテコに思えます。私としては、この選
択はむしろ不純理論家の直感のおかげだと言いたいですな。展開してみると、投資を使っ
た方がもっとおもしろいモデルになるんです。ひょっとすると、累積投資を使うほうがお
話としてもっともらしい、というのもあったのかもしれません。減価償却を補正すると、
累積投資はいろいろ混在した資本財をあらわしているけれど、累積の生産量はただの積分
量ですから。それに対応して、累積投資を選んだことで直感的な「ヴィンテージ」の発想
にも訴えるものが出てきます。要するに、最新の技術が現在生産されている設備に体現さ
れている、という発想です。まあそれやこれやで、累積投資のほうがお話としてもっとも
らしいんです。
　
1962 年のモデルは、固定係数を持つ

ヴィンテージ

製造年モデルを使っていて (Solow, Tobin, von
Weizsäcker, and Yaari, 1965 でも使ったものです)、ある製造年における労働と資本の事
後的な代替の可能性については軽く言及するだけです。(数年後に、デヴィッド・レヴハ
リーがこの方向で一般化しています)。だから現時点にいたるまでの総投資の歴史に関係
なく、新しい年式の設備は古い年式のどれよりも効率が高いとすれば、最新のやつから人
を割り振り、余った人をどんどん古い年式のほうへ割り振っていくことで、全部の設備を
動かすのに必要な労働力が求まります。使える設備と陳腐化して使えなくなった設備との
区別は、これをやっていって労働力がすべて使い果たされたところが境目になります（競
争均衡 product賃金は、明らかなリカード的な形でこの計算からは抜け落ちます。陳腐化
の限界のところでレントはゼロになりますから）。そうしたら、すべての経済的に使い物
になる設備の運転による生産を総計できます。総生産を、その時点の消費と総投資に仕分
けするようなお話はすべて、投資プロフィールを次の時点に先送りします。労働供給も、
独自の決まりにしたがって増えることができます。そうしたらいま説明したプロセスを繰
り返せばいいわけです。少なくともこの完全雇用の場合には、決定論的成長モデルの中身
がこれで揃いました。
アロー論文の最後の段落にはこうあります：「ここで学習は、通常の生産の副産物とし
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てのみ起こるものとする。実際には、社会は学習がもっと急速に起こるような制度、つま
り教育と研究をつくりだした。もっと完全なモデルは、これらを追加の変数として考慮す
るだろう」。そして確かに、成長理論の研究はまさにそれをやったわけですが、でもまだ
はっきり説得力のある形にはなってませんな、少なくとも私から見れば。そっちの方面に
は、ここでは真面目に近寄るつもりはなくて、アローも 30年前には近寄らなかったわけ
です。ただし、後で別の方面からこの話には戻ってきます。
　
アローはモデルをきわめて具体的な形で決め込むことで分析の大半をやってます。私も
それにしたがいましょう。もっとも、もっと一般的な形でやってもかなりのところまで行
けるんですけどね。ここでいくつか数式を引っ張ってこなきゃいけません。
g(t)を時間 tにおける総投資額とし、G(t)を「始まり」から tまでの総累積投資額とし
ます。その起点をいつにするかはどうでもいいことです。というのも完全雇用の元では、
作られた設備のうち使い物になるのはごく一部でしかないからです。それ以外のものは、
労働がすべてもっと新しく、つまりはもっと生産性が高くて収益のあがる設備にまわされ
ちゃっておりますので、もう陳腐化しているんですな。アローの学習プロセスの仕様はこ
んな具合です。いつの年式であっても、投資の 1ユニットは運転され続ける限り、かなら
ず一定時間あたり aユニットを生産し、そして陳腐化して運転されなくなったら、もちろ
ん生産はゼロです。過去の投資の総累計が Gであるときに作られた設備は、運転に bG−n

単位の労働を必要とします。要するに学習は労働を節約するけれど、アウトプットは変え
ない（中立的）わけですな。労働節約の大きさは、よく使われる機体の関数に対応してい
ます（機体の場合は、すでにのべたように、nはだいたい 1/3くらいです)。学習が労働
を減らすのではなく（またはそれと同時に) アウトプットを増やすような場合も作れます
が、ここじゃそこまで一般化を追求しないことにします。というわけで、陳腐化する境界
線の G′ は以下で決まります：

L = b

∫ G

G′
g−ndg (1.1)

累積投資額が G′ 以下の時に作られた設備は陳腐化しています。そして現在のアウト
プットは以下で与えられます：

x = a(G−G′) (1.2)

(1.1) を G′ について解いて、それを (1.2) に代入してやると、一種の生産関数もどきが
できます：

x = aG

[
1−

(
1− L

cG1−n

)1/(1−n)]
(1.3)

ただしこのとき、n 6= 1で、c = b/(1− n)です。n = 1の場合については、折りを見て
戻ってきましょう。さて (1.3)は完全には生産関数とはいえません。というのも Gは生産
要素とは言えないからです。「資本のストック」をくれ、と言っても無意味ですわな、資
本設備ってやつは均質じゃないし、それにどのみち賃金や利潤についての質問に答えると
きには、Gで十分使えますし。
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さてアローはこの生産関数もどきが、n < 1だろうと n > 1だろうと Gと Lについて
収穫逓増を示す、と述べています。もちろんその通りなんですが、ここで私は、n > 1の
場合は非常に特殊で、モデルが意味を持つのは n ≤ 1の場合だけだと論じたい。この修正
は、単なる技術的なものじゃありません。これは n = 1が極端なケースであって、どこか
中間にある大して変わり映えしない値なんかじゃないんだ、という点に注意を向けてくれ
ますからね。
n > 1 の場合に何やらいかがわしいことになる、というのは機体の学習曲線そのも

のからも出てきます。もともとの経験的な実績は、同じ機体を次々に作っていくとき
に、k 番目の機体を作るときの直接労働投入は k−n に比例して、n ∼= 1/3 になる、と
いうものでしたな。同じことですが、最初の k 個の機体を作るのに必要な総労働投入は
1/1 + 1/2n + 1/2n + 1/2n · · ·+ 1/kn になります。さて n > 1だとどうなりますか。解
析をやった人、少なくとも古い解析学を習った人なら、無限級数

∑∞
k=1 k

−n は n > 1な
ら収束して n ≤ 1なら発散するというのをご記憶でしょう。要するに、n > 1なら機体を
無限個作るのに有限の労働力ですむ、ということになっちまうわけです。もっと厳密に言
うと、n > 1というのは、どこかに L̄という労働時間があって、機体の列がどんなに長く
ても、その時間内で作り終えてしまう、ということになります。これは希少性という概念
そのものに矛盾してるじゃないですか。経験値 n = 1/3はそういう極端な事態からは無
事逃れています。
　
生産関数もどき (1.3) は、nが 1より大きくても小さくても、純粋代数的には成り立ち

ます (境界線の n = 0の場合はまだ後の議論用にとっときます)。もし 0 < n < 1なら、L

は cG1−n より小さくなります。というのも、cG1−n は過去の総投資設備をすべて動かす
のに必要な雇用で、Lは定義から、陳腐化していな設備だけを動かすのに必要な雇用だか
らです。もし n > 1なら、c = b/(1− n)はマイナスになって、内側のカッコ内の式すべ
てが 1以上になります。それがマイナス乗されているので、アウトプットはまたもや無事
に正の量ですね。
直接計算してやると、Gの「限界生産」が出てきます：

∂x

∂G
= 1−

(
1− L

cG1−n

)n/(1−n)

(1.4)

これまた、nが 1より大きくても小さくても正になります（同じことが限界労働生産に
ついても言えます。労働がもうちょっと増えたら、陳腐化の境界線が少し押し戻されて、
アウトプットは増えます)。
もう一階微分してやると、こうなります。

∂2x

∂G2
= −nL

c
Gn−2

(
1− L

cG1−n

) 2n−1
1−n

(1.5)

さて、ここでムムッとくるわけです。n < 1なら式はマイナスになります。総投資に対
して収穫逓減になるわけで、こりゃまるでおもしろくない。でも n > 1なら、符号が変わ
ります。G に対して収穫逓増になります。実はどっちの場合にも収穫逓減が起こるんで
すが、それはあんまり問題にならない。大事なのは、Gだけに収穫逓増があるってことで
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す。なぜそれが大事なんでしょう？
　
学習曲線についてさっき述べたことのなかに、定性的なヒントがあります。n > 1 の
とき、有限の労働 (とその他生産要素なし)で無限のアウトプットができる、という話で
す。もう一つ、アロー自身の計算のなかにヒントがあります。アローは、Lが何かの率で
指数関数的に成長する場合に、指数関数的な安定成長が可能かどうかを考えています。仮
にアウトプットの一定割合が総投資になるとしましょう。そしたら、アウトプットが指数
関数的に成長するためには、投資もまた指数関数的に成長しなきゃいけませんし、それも
同じ率で成長しなきゃなりません。さっきの生産関数もどきを見てやると、Lと G1−n が
同じ率で成長せにゃならんことになります。これですべてがかっちりかみ合います。雇用
と労働が γ で成長したら、アウトプットと投資は γ/(1− n)で成長する必要があるわけで
すな。
はい、ここでピンとこなきゃいけませんね。n < 1 ならすべてオッケーです。一意的
な定常状態が出てきます。その成長率もいま決めましたし、それは雇用の成長と学習パ
ラメーターだけで決まります。アウトプットと投資の水準は、投資の割り当て (sとでも
しましょうか)で決まります。これは旧成長理論でおなじみのパターンだ、というのはア
ローが 1962年に説明した通りです。
　
ここでアローのやったことを一歩進めてもいいでしょう。かれは定常状態の安定性を検
討していないと言ってます。総投資の率が一定のベースケースの場合でもそうです。安定
性は自動的には決まりません。n < 1 の場合にすら、収穫逓増が出てくるからです。で
もたまたまですが、アローのモデルは直接解析可能な代物になってます。鍵となるのは、
(1.3)の右辺が変数 Gと L1/1−n が 1次で同次になってるということです。この事実のお
かげで、n < 1なら総投資が一定率の道筋はすべてそれなりの定常状態に収束するという
議論が成り立ちます。旧成長理論とはこれで完全に同じものになりました。ただし、もち
ろん、技術進歩は自動的に起こるんじゃなくて、投資を通じた学習によるんだという重要
な変化はありますが。
でも n > 1なら、同じ議論から唯一の指数関数的な定常状態は、指数関数的に増大する
雇用に伴って、投資とアウトプットが指数関数的に下がる場合だけだ、ということがわか
ります。アローはこれをはっきりと指摘していません。これは私の憶測ですが、かれはこ
の場合を直感的に避けたんだと思いますよ。経験豊かな水先案内人が、勝手知ったる港の
水面下の岩礁を無意識によけるみたいにね。
でももちろん、このへんてこなケースに注目してみれば、これは何かが変だという警報
なんだと言うことがわかります。ちょうど、若き機械仕掛けのケインズ派たちがかつて、
消費性向が 1より大きいときに出てくる「マイナスの乗数」をまじめに取らないように、
と学習したのと同じことです。アローの場合の解釈というのは、意味のある指数関数的な
安定状態なんかないんだ、ということです。学習弾性が n > 1の経済は、有限時間内に無
限のアウトプットへと爆発して、それは指数関数をはるかに超えるものです。n > 1の場
合は、控えめに言っても非現実的です。さっき言いましたが、希少性の考え方と矛盾する
し、つまりは経済学の発想そのものと矛盾します。
　
さて学習弾性が 1より小さければ楽にやっていけて、学習弾性が 1より大きいのはあり
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得ない、と思っていただくのに成功したなら、n = 1がその境い目にあたるわけです。こ
れは、もっとも不可能性の小さい不可能なケースか、それとも一番楽でない楽なケースの
どっちかです。てなわけで、この場合はきちんと見てやる時がやってまいりました。
もちろん、生産関数もどき (1.3) であっさり n = 1 とおくわけにはいきません。

c = b/(1− n)ですからな。でも、(1.1)と (1.2)からやりなおしてもいいし、(1.3)を極限
操作しても、どっちも簡単です。その結果は 1962年論文にも出てきますが、以下の通り
です：

x = aG
(
1− e−L/b

)
(1.6)

いちいち計算しなくても、これで労働の限界生産がプラスで、さらに逓減するのはわか
ります。おもしろいのが、これは Gについて線形だということです。毎度ながら、この
モデルの大事な特徴はそれが相変わらず収穫逓増を示し続けているということじゃなくて
（示し続けてますが）、この境界ケースが累積総投資に対してきっちり収穫一定になってい
る、ということです。学習弾性が 1の場合は、つまりは新成長理論の簡単なやつに直結す
るんです。
この線形性が持つ意味合いは完全に自明でしょう。現在の産出のある一部 sが総投資に

向けられたとします。すると式 (1.6)から、Gの成長率は sa(1− e−L/b)になります。だ
から G の成長率は、すべての場合に投資割り当て s に依存することになります。いや、
もっといろいろ言えますね。雇用が一定でない限り、文字通り指数関数的な安定状態はあ
りません。でも雇用量がだんだん増えるなら（指数的だろうとそうでなかろうと）モデル
経済はますます安定状態に近づきます。累積投資の成長率は、だんだん増えてきます。算
出の成長率は、いつも累積投資の成長率よりちょっと高くなります。でもどちらも一定の
安定状態成長率へと収束しますね。その安定状態成長率は saで、これは話が級友にして
同僚のエヴシー・ドーマーが 50年近く前に言ったであろうことです。この特殊例での安
定状態成長率は、投資割り当てとだんだん増える産出・資本比率の産物なんですね。まわ
りまわって、というやつですか。
　
というわけで、n = 1のときの「やってみて学習」モデルは、実はプロトタイプ的な新

成長理論モデルなんです（資本については線形なので、通常は「AKモデル」と呼ばれる
種類のやつです）。新成長理論の研究者では、ここで恣意的に置いた投資割り当てのかわ
りに、何やら不道徳な個人や王朝による無限時間・完全予想・異時点間最適化プログラム
を経済が実施するというお話を持ち出すのが通例となっています。私は本能的にこのやり
口を避けます。私の世代がフランク・ラムジーから規範的理論として扱えと教わったもの
を、記述的な理論として解釈するのはバカげていると思うからですな。全知全能でありな
がら善良な計画者がいたら何をするか、というお話なんですから。アローが 1962年論文
でやっているのもそういうことです。あいつが私みたいに未だに古くさいやりかたにこだ
わっているかは知りません。成長理論にとってはさほど重要じゃない。二つのアプローチ
は、長期的には同じところにやってくるんですから。でも、短期的にはちがってくること
もあります。
　
これで私が冒頭に、アローがその気になれば新成長理論を予見できたといった意味がお
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わかりでしょう。式 (1.6)はあいつの論文に出てきますし、後になると、常にではありま
せんが、n = 1の特殊な場合に何が起きるかをちゃんと記録したりもします。nが 1を超
える場合を別個に検討することは一度もありません。論文の中で、アローが安定状態の成
長を特徴づける関係を述べる部分は、nの値がちがう場合については何も言いません。た
ぶん、お行儀のいい n < 1の場合だけのことを考えていたんでしょう。そうでなければ、
マイナスの成長率が登場してきて絶対に困ったでしょうから。
　
もう一つ記述的な証拠があります。モデルの完全雇用版（私がここで検討している唯一
のものです）で、安定状態の性質に関する関東を終えたとき、アローはこう書いているん
です：「多くの成長モデルがそうであるように、この系の変数の成長率は貯蓄行動には左
右されない。でも変数の絶対水準は貯蓄行動に左右される」。これはもちろん n < 1なら
事実ですが、それ以外の場合には成り立ちません。
　
アローが n = 1の場合（n > 1の場合は言うに及ばず）と関連した特殊な性質を指摘し
なかったことを、私は理論家としての直観のせいだと述べました。いまや、次の問題に直
面しなくてはなりません：このバージョンの新成長理論を予見するチャンスを見過ごした
アローの直観は正しかったのか？ 　それとも「理論家としての直観」というのを、ヴェブ
レンの嫌みったらしい「訓練による無能」と言い換えたほうが適切なんでしょうか？ 　
この複雑な問題について完全に正式な検討を進めるつもりはありませんが、「やってみて
学習」論文を読んで考えてみると、自然に出てくる判断がいくつかありますし、それらは
この文脈に沿ったもののようですので述べてみましょう。ただしその含意は成長理論一般
に広がるものですが。
　
最初に指摘したい点は、私はとても大事だと思う点なんですが、いままでどうも一度も
議論されていないということは、大事だという私の見積もりがまちがっているのかも、と
いう気にはなります。それは、少なくとも新成長理論の「AK」版の根底にある鍵となる
仮説は、まるっきり堅牢ではないということです。自然がぴったり正確なことをしてくれ
ないと、理論はどっちにしても消え失せてしまうことになっています。こんなに危ういバ
ランスに頼った理論は、なぜ自然がそんなに都合よくできているのか、という強力な説明
がなければいけません。
　
この見解についての基盤はすでに述べましたが、多少は繰り返しになっても、ここで明
確に述べておきましょう。もし学習曲線の弾性値が 1 以下なら、アローのモデルは旧成
長理論への貢献となります。急成長理論に何か新しくてちがったものを追加してくれるわ
けですね。でも、その理論に加えられるべき内容だというリトマス試験には合格していま
す。突発的、または政策的な投資率の変化は、成長率を変えることはなく、安定状態経路
の水準を変えるだけだ、ということが言えるからです。
あるいは、もし学習曲線の弾性値が 1を超えたら、アローのモデル――アローのモデル
に限りませんが――は何やらビッグバンを生み出して、まるっきり真実味もなくなり、稀
少性に支配される世界をあらわすとはとても思えないものになってしまいます。学習曲線
の弾性値がぴったり 1の場合に限り、このモデルは新成長理論の性質を持ち、資本からの
収入に対する税率とか、貯蓄投資比率を増やすことならどんなことでも、安定状態成長率
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を恒久的に増やす、ということになります。
　
ここで私はいささか誇張しています。もちろん、学習の弾性値が 1よりほんのちょっと

大きいだけなら、ビッグバンが目に見えるようになるまでにずいぶん時間がかかるでしょ
う。アウトプットは有限時間内に無限に達しますが、でもその有限時間はかなりの長時間
になります。でも、それでも大してゆとりはできません。nはほとんど 1でなくてはなら
ない。だから、このモデルはまるっきり堅牢でない、とは言えないかもしれないにしても、
堅牢でないにはちがいないんです。
　
アローのモデルについていま述べたことは、もっと一般化しても言えることです。新成

長理論の大きな一部として、アウトプットと資本が比例するという想定であれこれする各
種の理論があります。ドーマー的な道を通ってドーマー的な結果を導くようなやつです。
でも一歩進めて、資本に対するアウトプットの弾性値が 1を上回るようにすると、ビッグ
バンが道の先に登場します。一定の投資をするだけで、有限時間内に無限のアウトプット
が実現されてしまう。
　
もちろん世界はたまたま、ちょうどその弾性値が 1になるようにできているのかもしれ

ませんな。でも経済成長理論を、そんなたった一つの強力な長期的偶然に任せて安穏とし
ていられるようでは、かなりおめでたいと言わざるを得ません。ニュートンの、距離のマ
イナス二乗による万有引力は、まさにそんな長期的偶然のように聞こえるかもしれません
ね。でも、物理学者の友人によれば、正しい記述がマイナス 2.1乗だったりマイナス 1.9
乗だったりしても、ニュートンの宇宙は崩壊したりしないそうですよ。もちろん、いまほ
ど美しくはならんでしょう。きれいに閉じた楕円軌道は、かなりの歳差を示すでしょう。
実は、アインシュタインが水星軌道の歳差について予想した有名な相対論的集成は、逆二
乗則からのかすかな逸脱のように働いているんです。もちろん、ずれがもっと大きくなれ
ば、まるっきり変な宇宙になるし、不安定な宇宙になったかもしれない。それでもニュー
トンは、新成長理論よりかなりの余裕を宇宙に許したようですよ。そして、それでありな
がら、万有引力が正確にマイナス二乗になっているというのを自然の事実として私は喜ん
で受け容れますが、それに比べてアウトプットが生産の累積要素とぴったり比例しなきゃ
ならんというのは、ちょっと受け容れがたいと思いませんか。
　
規模に対する収穫一定というのも、やっぱり同じように堅牢性のない仮定なんでしょう

か？ 　ただしこの場合、これは古い成長理論にもあてはまるものとなりますが。規模に
対する収穫一定は、確かにどっちともいえないケースで、現実には登場しそうにありませ
ん。でもちがうのは、古い成長理論は規模に対する収穫が増えようと減ろうと全然かまわ
ないということです。指数的な安定状態を生み出すことにこだわるなら、規模に対する収
穫が一定でないケースはある特殊な形で導入される必要があります。でもそれは便宜上の
話であって、根本的な部分には影響しません。
　
全体として、新成長理論の「AK」版は、説明のつかない偶然が普遍的に生じたという想

定に依存しているように思えます。ということはですよ、ここまではアローの直感はしっ
かりしたものだったわけです。でも、さらに話を進めて、再現可能な生産要素の集合に対
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して収穫一定という想定について、強い実証的な裏付けがあるかどうかを考えなきゃいけ
ません。とりあえず私の印象では、そういう裏付けはありません。というか、説得力ある
形で実証するのはほぼ不可能です。資本に対する収穫一定を裏付けるような観察は、どう
してもかなりの範囲の資本に対する収穫増大を裏付けることもできるし、減少を裏付ける
こともできちゃうんです。でも、そのどちらになっても、理論にとっては困ったことにな
ります。まさにそれだからこそ、非堅牢な理論は経済学という厳密でない科学においては
頭痛の種でしかないんです。そうしたものは、経済学者にとって健全と言えないほどの信
念を要求するんです。
　
実は、実証の具合を見ると、さらに分は悪くなります。ふつう、実証的に行われるのは、
いろんな国で実質算出の成長率（一定期間の平均）を従属変数にして、回帰分析をするこ
とです。説明変数は、再生可能な資本に対する収穫一定という特殊ケースでは永続的な成
長率を決めるが、収穫逓減の下では一時的な影響しか与えないようなものを含むことにな
るでしょう。そこで強い安定した関係が見つかれば、「AK」モデルを支持する証拠となる
でしょう。とはいえかなり間接的なテストではありますがね。でも、実のところ、こうい
う国のデータを使った回帰分析は、どうやっても強く安定した関係なんか出てこないんで
す。回帰式の係数の大きさも有意性も、設定の細部に大きく影響されてきます。どの独立
変数を選んだか、サンプル期間はいつか、想定した関係の関数形式、計量経済的な手法の
ちがいなどがかなり効いてくるんです。こうした結果で、新成長理論が否定されるわけ
じゃもちろんないんですが、それまでの疑念を一掃して信者を生み出すほどのものでもあ
りませんわな。
新成長理論に対するもっと最近の、もう少し直接的なテストを見ると、さらにひどい結
果が出てます。ハーヴァード大のデール・ジョルゲンソンの博士課程学生ナズルル・イス
ラムの研究は、時系列クロスセクション手法を使っているんですが、旧成長理論を支持す
る判定を下してます。これは吉報でもありますし凶報でもあります。長期成長率を増やす
にあたって、政策にできることはほとんどないわけですから。一方で、政策が長期成長率
を下げることもあまりない、というわけですね。
　
でも、もっと有望そうなまったくちがう新成長理論の一派があります。これはアローが
やろうとしなかったことをやろうとしています。つまり新技術を生み出すプロセスそのも
のを、特殊なリソース消費型利益追求活動だとして、それ自体に独自の技術があるとして
モデル化する手法です。この新成長理論の一派は、技術進歩を内生化するときに、投資の
副産物だとか、財の生産の盲目的な副作用だとか想定せず、それ自体として内生化しよう
とします。
　
言うまでもありませんが、そんなモデルがどのくらい説得力を持つかは、それが研究開
発プロセスをどう描くかにかかっています。この線での検討が、いくつかおもしろい、わ
くわくするようなアイデアを生み出したのはまちがいありません。ただしそれが、イノ
ベーションの発見と普及の本質的な特徴を抽出できたかどうかは、あまりはっきりしませ
ん。私の印象では、研究開発の歴史的な現実を研究している経済学者の少なくとも一部
は、そうした成長理論家たちがあまりに的外れすぎて、そこから出てくる結論も疑問だと
考えているようですよ。
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これは、制度や振る舞いを子細に検討している学者が、理論家たちの必然的な抽象化に

対して示す、ごく自然な反応だという部分もあるかもしれません。ワニの適応反応モデル
を記述する理論生態学者たちは、生息地に棲む実際のワニを愛し観察する研究者たちから
は、軽蔑されるだけでしょう。それは当然予想されることです。この二つのスタイルを折
り合わせるのはどうしてもむずかしいことです。現場での詳細な観察者はモデル構築者の
ニーズにあった各種抽象化の中で最高なのかどれかをあまり決めたがらないでしょう。ま
たモデル構築者のほうは、記述的真実を増すためにきれいで対照的な定式化をあきらめ、
もっとばっちいモデルで我慢するようにはなかなかしてくれないでしょう。ライオンと羊
を同衾させるなら、羊をたくさん用意しておくことだと言ったのがだれかは忘れました。
この場合、どっちがライオンか、あるいはワニかははっきりしません。
　
新成長理論が研究プロセスをモデル化した最初期の論文は、やはり蓄積要因に対する

収穫一定という特異な例にこだわりすぎるというまちがいを冒しました。たとえばよく
見かけるのは、何やら「人的資本」だの「技術的知識」だとされるものの成長率が、研修
や研究に費やされた労働時間量の関数だとするような想定です。これは微分方程式だと
dH
dt = kHf(LH)と表せます。
この問題は、さっきお示ししたものと同じです。これをもっと一般化した定式化で

dH
dt = kHmf(LH)としましょう。m < 1なら、驚くことでもありませんが、モデル全体
はまさに古い成長理論の特性を持ちます。外生的な技術進歩の源がなければ、持続的な生
産性成長を生み出すことはできません。
一方、m > 1 なら、モデルはまたもやあまりに成果をあげすぎます。人的資本の蓄積

（または研究開発）への労働 LH をちょっとでも一定量割り当て続ければ、人的資本（ま
はた技術知識）の蓄積は有限時間内に無限に発散します。通常の想定だと、それとともに
産出も無限になります。モデルが機能するのは m = 1の場合だけなんです。その場合に
は、H の成長率は kf(LH) だというのはすぐわかります。ですから、LH をエイヤッと
一回変えると（これはたぶん実現はむずかしくないでしょう）、H の成長率が永続的に変
わって、総産出の成長率も永久に変わることになります。
　
話がそれだけなら、「AK」理論に対する疑問と同じ疑問がここにも当てはまります。理

論すべてが、都合のいい前提にかかっているんじゃないか、ということです。でもありが
たいことに、それだけじゃありません。新成長理論の、内生的技術革新一派は、この異様
に単純な定式化を超えて、もっと複雑でおもしろいお話ができるようになっています。こ
の一派のパイオニアは、AK版と同じくポール・ローマーでした。でも実に多様なモデル
が提案されています――それもあまりに気軽に。これが起こるのは、理論家たちが制度的
な事実についてあまり知らず、知っている人たちのほうが、それを理論家の使えるような
骨格にまで還元できない、あるいは還元したくない場合です。
この発想を細かく検討するつもりはありません。私の主な関心は、経済成長のモデル化

であって、研究開発のモデル化や、技術進歩の源のモデル化ではないからです。でも、し
ごく当然のこととして、ジーン・グロスマンやエルハナン・ヘルプマン、フィリプ・アギ
ヨンやピーター・ホウィット、そして元MIT同僚のアルウィン・ヤングの研究からは大
きな示唆を得たと謝辞を述べておくべきでしょう。
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ここでまとめに入るかわりに、むしろ先を見て、この議論がどの方向に向かうのかヒン
トを与えておきましょう。アローの成果は、技術変化が内生的であるような成長モデル
――古い成長モデル――を作ることでした。内生的というのは、内部化されてはいるけれ
ど、方向性は持っていません。これについては、私のモデルに対するのと同じように、「技
術革新」の概念が消えているというコメントがあてはまります。これは必ずしもひどいこ
とではありませんよ。離散的な技術革新という発想は、ミクロレベルでのみ重要なプロセ
スを記述しているのかもしれませんし。十分あり得ることです。その場合でも、事象を総
計して経済全体のスケールで見ると、全体的な「技術水準」は、時間や総投資のなめらか
な、あるいはちょっとずれただけの関数として描いても、あまり失われるものはないのか
もしれません。こう言いっぱなしにしておかない理由は二つ、純粋な科学的好奇心とは別
に思いつきます。
　
一つは政策に関連しています。技術進歩の速度を加速したい（または減速したい）社会
としては、有効なインセンティブを設計したり、あるいは中央集権的な意志決定をするた
めに、ミクロレベルのプロセスについてある程度の理解が必要になります。これだけで
も、研究開発についての研究を、実証的にも理論的にも進める十分な理由です。すでに述
べたとおり、この方向での文献は実におもしろいものがあります。
　
二番目の理由が、私を動かしているものです。これはアメリカの製造業の運命について
最近出てきた多くの研究から導かれる発想です（避けがたい日本との比較も含め）。どう
も、プロセスが一つではなく二つ機能しているようなんです。すぐに見てわかるのは、離
散的な技術革新の発生です。大きなものもあれば、小さなものもあります。その発展が、
既存産業の製品や、生産プロセスの性質を変えたり、あるいは明らかに新しい産業の創造
につながることさえあります。こうした技術革新は、意図しなかったり予想外だったりす
るにしても、だれもが明らかに研究として記述するようなプロセスの成果です。
でももっと目に見えにくいプロセスとしては、通常は製品やプロセスの「継続的な改
善」と呼ばれるものがあります。これは、標準的な製品の設計や製造における、継続的な
ちょっとした改善の連続です。それは顧客満足度や、品質、耐久性、信頼性なんかの改善
をもたらします。こうした改善は、通常は工場の現場やそれに近いところで起きます。研
究者のような連中とはまったく関係ないところで起こるかもしれないし。研究活動の産物
でもありません。継続的な改善プロセスを一言で述べるとすれば、「やってみて学習」が
かなりぴったりくるでしょう。
　
次の章では、アローのモデルを拡張して、技術進歩のこの二つのモデルを組み合わせる
ようにします。まずは、不規則な技術革新の流れがあって、それぞれは発生すると生産性
を大きく改善させると想定します。ここでの目的からして、これは外生的と考えていいで
しょう。つまり私は根っからのマクロ経済学者だってことです。興味はもっぱら、技術変
化と累積的な成長との関係にあります。研究セクターの経済学は、二次的な問題でしかあ
りません。でも私が示唆したい定式化は、自力で内生化したい人々ならだれでも、経済環
境から技術革新の割合まで、別方向にリンクを設けられるようなものです。
それと同時に生じているのは、継続的な「やってみて学習」で、アローが 1962年にやっ
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たのとほぼ同じ形でモデル化されています。つまり総投資に関係づいているわけですな。
主要なちがいは、私は「やってみて学習」は、間欠的な大技術革新の発生がないと、やが
て力尽きてしまうと想定したことだけです。
希望といたしましては、この種のモデルがそれぞれのコンポーネントよりもちょっと多

くを捕らえてくれることですが、それは結果をご覧じろ。実験してみて学習ってのもある
んですから。
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第 2章

技術革新と継続的改善を組み合わ
せる

科学研究から生産性向上にいたる道筋については、民間伝承理論があります。純粋科学
者が物事の根本的な性質について発見をする。応用科学者が、そうして基本的な発見を、
なじみ深い物体の、もっとつまらない特徴に還元する。もっと多くの応用科学者やエンジ
ニアたちが、この知識を使って新製品を設計したり、それを安く製造する新しい方法を発
明する。エンジニアたちがこれを、実施可能な生産計画に変換し、その過程で新しい資本
設備を設計したりするかもしれない。そして最後に、これだけの知的努力のすべてが、高
い生産性につながります。新製品が代替する旧製品よりも価値が高いから、あるいは生産
が高い効率性を実現できるから――あるいはその両方かもしれません。こうした出来事の
連鎖の「線形」モデルは、科学技術システムの健全性や、それを支援し改善する政府の役
割に関する公共的な議論すべての背後に想定されているようです。
　
線型モデルは、別に完全にまちがっちゃいません。たとえば科学の内輪の問題（アノマ

リーを解決する、説明がつかないのに絶えず規則的に起こる経験的な現象を説明すると
か、その手のことです）を解決するための研究と、科学の外にあるものにすぐ適用したい
（たとえばある極端な状況で機能する研磨剤を作るとか、自動車のエアバッグを必要なと
きにだけ作動させるようなセンサを開発するとか）研究とではちがいがあります。経済学
者たちも、自分たちの研究に似たようなちがいがあるのをすぐに指摘できるでしょう。
　
それでも新技術を創造して使う人々や制度、プロセスを深く観察した人々は、この線形

モデルがかなり誤解のもとだと考えています。たとえば、あまりに一方向になっていると
か。かなりの新技術は、製品そのものでもプロセス側でも、生産者ではなく消費者側から
始まって、下流に流れるよりは上流にさかのぼるんです。でも、この伝承モデルの欠陥で
私が興味あるのは、別のもので、前章の最後で述べたやつです。進行中の生産性向上の大
きな部分は、研究開発部門とはほとんど、いやまったく関係ありません。そしてこれは単
に、学問的な興味にとどまりません。絶え間ない製品やプロセスの改善は、成熟産業での
生産性向上をもたらす最大の部分だという説さえあります。こうした産業では、成功した
企業や国と、成功できない企業や国を分けるのはこうした要因だったりします。
　
私の作業仮説は、「やってみて学習」というのは実はこの継続的改善のことなんだとい
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うものです。総投資の流れは、通常は新技術と呼べるようなものは生み出しません。で
も、有益なノウハウは生み出します。工場の配置の改善や材料の扱い、ファスナーの数や
場所の節約、人々への仕事の割り当てを、時間や労力を節約するように変えるなど、品質
を改善して無駄をなくす無数の方法が出てきます。これは製品そのものはほとんど変えな
いし、生産手法もほとんど変えませんが、かなりの改善を生み出します。航空機の機体製
造で起こったのはまさにそういうことです。技術そのものの変化ではなく、それを実施す
る方法での改善ですね。もちろん、やってみて学習を計測するには、累積投資額よりは、
累積生産量のほうがいいのかもしれない。でも前回からの継続性を重視して、ここではア
ローの元々の定式化にこだわりましょう。どのみち、一般的な教訓は同じです。
　
「やってみて学習」を継続的な改善と同一視するのは、プロセスをモデル化する方法に
一つ大きなちがいを示唆するものではあります。ある技術の枠組みの中では、生産性を改
善する余地はたぶん限られている可能性が高いでしょう。アローモデルの具体的な文脈で
は、やってみて学習でもある機械への人材配置を勝手にゼロ近くにはできません。でも、
古典的な学習曲線モデルでは、どうしてもそうなってしまいます。問題の機械が作られた
ときの、累積総投資が Gのとき、単位投資あたりの労働投入が bG−n になるように定式
化されていますから。
したがって、私はモデルを構築するとき、対応する労働投入が B + bG−n だと置きま
す。アローの想定通り、投資の一単位ごとに、それが使われると aに等しい産出が生み出
されるとすると、私の想定ではやってみて学習による労働生産性の向上は、ある技術の枠
組みの中では最大 a/B にしか達しないということになります。
もとのモデルでは、B = 0だったので、このモデルでも無限の経済成長という話はでき
ます。でも現在の私の解釈ではそれは不可能ですし、それがまさに意図するところでもあ
ります。
　
こういう形で、制約のある「やってみて学習」を考えるのは私独自の発想ですが、制約
された「やってみて学習」という一般的な発想を検討したのは、アルウィン・ヤングのき
わめて独創的な論文数本だということは指摘しておきます。ヤングの関心は、もっぱら新
技術創造の活動にあります。そして意図的な技術進歩というのを、幅の広い可能性に沿っ
てどんどん新しい財が作られていくこととしてモデル化しています。まっさらな財が発明
されたら、累積生産量に応じて自動的な「やってみて学習」プロセスが起こり、コスト削
減が行われます。が、このプロセスは、本質的に限界があります。やがては行き詰まり、
かつては細心だった財は他のものにとってかわられ、陳腐化し、姿を消します。成長は、
その時に生産されている財のメニューの多様性と目新しさを通じた消費者満足度の増加と
いう形をとるんです。
このアプローチの魅力は、私にもわかります（グロスマンとヘルプマンの「品質のはし
ご」の匂いもしますな）。でも私は労働生産性向上を通じた総成長に骨まで浸かってます
から、もっと単純で伝統的な比喩にこだわることにします。
　
残念ながら、この人畜無害に見える定数 B があると、モデルを正面から扱うのはむず
かしくなります――つまり前章の式 1.3ほど単純な式が書けないとだけのことですが。そ
れ以上の概念的な深い問題はありません。
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したがって、これからは n = 1/2 の特別な場合だけを考えます。これは二次方程式に
なるのできちんと解けるからです。この例が、1 と 0 の間のあらゆる n の値をおおむね
代表するものになっていなかったら驚きますな。nがそれよりちょっと大きかったり小さ
かったりしたら、どんな質的ちがいが生じるかを見るのはそんなにむずかしくないのが通
例です。
　
完全性のために、前回と同じく変形版アローモデルを書いておきましょう。完全雇用だ

と、陳腐化する限界というのは、ちょうど労働供給が使い果たされるところにくるはずで
すので：

L = b

∫ G

G′
(B + bg−1/2dg (2.1)

次の式は同じです。総アウトプットは、、過去の総投資の中でまだ使われているものの
倍数になります。

x = a(G−G′) (2.2)

n = 1/2ですと、2.1を G′ について解けます――ここで二次方程式が役にたつわけで
す――そしてその結果を 2.2に代入すると、前の講義での生産関数もどきを、もっとやや
こしくしたようなものが出てきます。

x = a (2.3)

ただしここで、d = 2b/B です。
2.3を見ると、さっき私が述べたのとは裏腹に、ある Lから生み出せる総産出には制約

がないように見えます。でも、必要条件となる不等式まで考えると、そうじゃないんです。
2.1を見れば、B(G−G′) < Lなのは明らかですし、2.2からは、常識ではっきりわかる
ように、x < aL/B です。したがってこの 2.3のバージョンは、経済成長モデルの基礎に
はなりません。ただしそれが、労働者あたりの産出が制約なしに増大するという意味であ
ればですが。
この変形モデルで示そうとしたのは、まさにこの論点です。「継続的改善」は、制約なし

の生長の基盤としては不適切です。第二次世界大戦が何年続こうと、B-17の機体生産に
必要な労働時間は、何か技術的なブレークスルーがなければ無視できるようなものにはな
りません。制約のある「やってみて学習」は、外生的な技術進歩のない旧成長理論とよく
似ているんです。産出は、最終的には雇用と同じ割合でしか成長できなくなります。実は
固定にある技術の比率固定的な性質を見ると、このモデルはますますハロッド＝ドーマー
の定式化と似てきます。
私は係数固定のものを使い続けますが、継続的改善や「やってみて学習」とは別の、外

生的な技術進歩の源を再導入することにします。別に外生的であることにこだわりはない
んです。技術革新にあたっては、重要な内生的要因があるのはだれでも知っていることで
す。それに関連した決定は、身の回りそこら中で起こっています。率直さのために言わざ
るを得ないのですが、技術革新にはそれ以外に還元不可能な要素があって、それは「真に」
内生的（これがどういう意味にせよ）ではないにしても、少なくとも期待収益の解析では
完全に説明しきれないのではないか、と私はにらんでいます。いずれにしても、技術進歩



18 第 2章 技術革新と継続的改善を組み合わせる

の内部の性質は私の知的プログラムには含まれていません。私の技術革新のモデル化は、
一貫性のある技術革新プロセスであれば何でも簡単に接ぎ木できるようなものにします。
ここで使う具体的な仕掛けは、フィリペ・アギオンとピーター・ハウィットの重要な論
文で使われたものと非常によく似ています。あの論文での二人は、私が外生のままにして
おくものを、内生化しています。二人は、新成長理論の含意が適切だと考えているのです
が、でも恣意性の残渣的な気分も残しています。
　
ここで何をするかというと、技術革新が不規則な形で起こり続けると想定するのです。
技術革新が起こるたびに、下限の B は q < 1 だけ減ります。だから技術革新が k 回起
こった後で――これはある一定期間が過ぎたら、というのとは話がちがいます――B の値
は qkB0 となります。ここで B0 は所与の「初期値」です。ですから私は、技術革新の「規
模」をはかる q が一定だと暗黙に仮定しているわけです。どの技術革新も、他のものに負
けず劣らず重要ということですね。
これは単純化です。技術革新がひとたび起きたら、その規模 q はある期間についての決
まった頻度分布から引き出されると想像するのが筋でしょう。自然な想定としては、きわ
めて小さい q の値――つまりとても「大きな」技術革新――はとても珍しく、q が 1に近
い場合はしょっちゅう起こるはずです。ちょっと運が良くてズルをすれば、そんなやり方
もできるかもしれません。モンテカルロ試行に仕立てることは十分可能です。でもここで
の狙いとしては、あらゆる技術革新が同じ規模だと考えれば十分です。
　
技術革新が起こる頻度でいえば、いちばん簡単な話はそれが到来率 mを持つポアソン
過程を形成しているというものです。つまり、長さ hのきわめて短い期間に技術革新が起
こる確率はmh、そして起こらない確率は 1−mhだということです。技術革新について
の理論を持っている人ならだれでも、到来率mを何か経済変数の関数にできるでしょう。
もちろん、新成長理論の中の、内生的技術革新一派がやっているのは、まさにそれです。
うまく行くといいですねえ。でもいまのがちょっと懐疑的に聞こえたとすれば、それは本
当に懐疑的だと思っているからです。
ここで試せる別の一般化がありまして、私としてはむしろ、そっちがどこまで使えるか
に興味があります。ポアソン過程はもちろん、重なり合わない期間を二つ見たとき、それ
らの中での技術革新発見は統計的に独立した出来事だと想定します。でも実際の世界に近
いのはむしろ、一部の発見は確かに孤立しているけれど、一部の発見はまったく新しい分
野を切り開いて、それがさらなる技術革新の束を起こりやすくする、というものです。こ
れを記述するには、もっと複雑な確率過程が必要になりますが、ずっと広範な歴史の可能
性をもたらすことになります。
　
モデル化にあたって行うべき選択肢がもう一つありまして、そこでも私は楽な道を取り
たいと思います。技術革新到来直後の状況を考えてみてください。話をややこしくして気
を散らさないように、その直前の技術革新からはずいぶん時間が経っていて、いま使わ
れている資本すべてはその直前の技術革新の発生以後に投資されたものだとします。さ
て、新技術の下での初の投資１単位と、古い技術の下での最後の投資１単位とを比べま
しょう。どちらも同じ産出 aを生み出します。労働需要はどうでしょう？ 　新技術の下
でははっきりと労働が節約できて、その差は前の技術革新が k 番目で、今回の技術革新
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が k + 1番目だとすると、(qk − qk+1)B0 となります。問題は、やってみて学習する部分
です。それは新技術下での投資だけにあてはまるので一からやりなおしになるのでしょう
か、それともそれまでの学習がそのまま無傷で新技術にも持ち越されるのでしょうか？
前者の場合には、当初の生産費用は旧技術を使うより新技術を使ったほうが高くなるこ

とも十分に考えられます。たぶん、新技術に投資する企業は、そのほうが最終的には儲か
ると思って投資するんでしょう。やってみて学ぶことで、将来的には適切な費用削減が実
現できることになります。でも、次の技術革新があまりすぐに起こってしまえば、この期
待は裏切られることになりかねません。後者の場合には、問題はありません。それまでの
学習が持ち越され、新技術による初期費用は、その技術革新で実現された費用節約分の全
額だけ低くなります。すると最新技術にすぐ投資するのが一番得だということですね。そ
して、やってみて学習が進むにつれて、費用はさらに低下します。
私は後者の仮定を採用します。つまり学習というのは一般化されたノウハウで、次世代

以降の技術にもまったく損なわれずに継承される、と考えます。こう考えたほうが当然シ
ンプルだからです。もっとややこしい、混合ケースはもちろん可能ですし、うまく行くか
も知れません。技術革新をもっとじっくり研究している人にとっては、もっとおもしろい
かもしれませんね。でもそれは私の狙いではない。
　
そこで、k + 1世代技術への投資 1単位を動かすのに必要な労働は、Gを話の当初から

の累積総投資とした場合に、qk+1B0 + bG−1/2 となります。最初のうちは、実際に使われ
ている生産容量は、k 世代、k − 1世代、ヘタをするとそれ以前の世代の技術も含む投資
となっているかもしれません。モデルの完全雇用版では、式 2.1を改訂して、どんどん古
い世代の技術についての合計を表すように、明らかな形で修正しなくてはなりません。そ
うなるともちろん、式 2.3がきれいな式になる見込みは消え失せます。G′ から Gまでの
期間は副次的な期間に分割され、それぞれが個別の世代に対応するものとなり、ある世代
が次の世代に道をゆずって存在する労働がすべて雇用されるまで、B が q−1 だけ不連続
に上昇し次世代に伝えられます。これが陳腐化の限界を決め、それがこんどは実質賃金を
決めます。もっと厳密にいえば完全競争下の実質賃金を決めるんですね。
もし陳腐化の限界における投資単位が i世代に属し、G′ という番号がついていたら、そ

こから出てくる賃金は a/(qiB0 + bG′−1/2)になります。というのもこれが限界部分での
レントをゼロにするものだからです。時間と総投資が常に最新の技術を活用しつつ続くに
つれて、陳腐化の限界はなめらかに、ますます大きなG′ に向かって動きます。そこから出
てくる賃金も、過去の「やってみて学習」のおかげでなめらかに増えます。でもときどき、
ある世代の投資がまるごと一線を越えてドカッと使われなくなり、投資の限界陳腐化単位
が次の直近技術世代を体現するようになるので、そのときには不連続に跳ね上がります。
レントや利潤が、総投資の限界以上の部分における賃金支払い後の余剰部分として決ま

るのはすぐわかりますね。だから細かい説明は省きましょう。どうやら急速なイノベー
ションがレントにとってよいものとなるのは、以下の特別な意味においてのようです。も
し直近のイノベーションがもう少し早く起こっても、総投資の道筋が変わらなければ、完
全雇用賃金は実際には低くなり、レントの総和は高くなったはずです。やがて賃金も急速
なイノベーションにより上がります。総所得や、それが賃金とレントとの間でどう分配さ
れるかはイノベーションの速度とタイミング、総投資の率とタイミング、「やってみて学
習」の強度などのややこしい結果となります。このプロセスの複雑性と不確実性を考えれ
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ば、研究開発支出に関する企業の判断が、もっともらしく聞こえる経験則や他社の真似で
行われがちなのも当然でしょう。
　
このモデルでは、アウトプットの一単位に必要な労働――生産性の逆数――は二つの構
成部分の和です。継続的な改善部分は、総投資の時間的な経路が決まれば動きません。イ
ノベーション部分は対数的に同じステップの一方向ランダムウォークを示します。最新の
工場での生産性を見れば、継続的改善部分はなめらかに上昇する下向きにへこんだ時間の
道筋を提供し、それが不定期な間隔で、どんどん新しい世代の技術を使った最新工場が
入ってくることで断続的に跳ね上がることになります。こうしたイノベーションの跳ね上
がる規模は様々です。もしこのモデルの細部を必要以上に深読みすれば、イノベーション
の跳ね上がり具合はきわめて長期で見た場合におおむね等比率のジャンプとなると言って
もいいかもしれません。総投資の累積ボリュームがとても大きくなるからです。でもそこ
までの深読みはちょっと感心しませんな。
こうしたぎざぎざのパターンは、技術フロンティアでの生産性だけにあてはまります。
経済全体としては、労働生産性というのは現在使われている総投資単位すべてに平均され
ることになります。その総投資には、何世代かにまたがる技術が含まれています。この点
については、非決定論的な部分もないし、不明確な部分もありません。それでも、生産性
のトレンドは、次々に起こるイノベーションのタイミングと、ある世代の技術が最先端で
あるときに、ランダムな間隔で起こる投資の速度に依存します。総投資の道筋はこのプロ
セスで二重の役割を果たします。まずそれは、経済全体で平均した生産性水準において、
それぞれの技術世代に対する重みづけを提供します。またそれは、つかいものになる技術
とつかいものにならない技術とを分ける、陳腐化の限界の位置を定める大きな要因でもあ
ります。このプロセスでは、総投資の経路が二重の役割を果たすことになります。経済全
体における生産性の平均水準において、それぞれの技術世代が持つ重みを提供するんで
す。それはまた、使い物になる技術と、ならない技術とを分ける陳腐化の限界の位置を決
めるのにも大きな役割を果たします。
全体としての生産性トレンドは、本物のイノベーションと、やってみて学習の両方を反
映します。イノベーションは、やってくる速度が速いほど、そしてその規模が多いほど
（mが大きいほど、q が小さいほど）大きく効きます。やってみて学習は、投資のペース
が速くて学習の強度が強いほど（Gが大きいほど、nが小さいほど）効きます。このモデ
ルから得られる教訓の一部は、これ以上に一般性のある言い方はまったくあり得ないとい
うことです。
　
この概念をさらに追求するため、安定状態を考えて見ましょう。成長理論に関する通常
の論文や講演なら、とっくの昔に安定した定常状態の話をしていたでしょう。大ざっぱな
定義でかまいません。定常状態とは、モデルの解の中で重要な比率——たとえば一人当た
りの量——が、一定かあるいは指数関数的に成長していたりする場合のことです。成長理
論のほとんどは、定常状態を扱っています。それが存在するかどうか、それがアトラク
ターとして機能するか、そうした比率の決定要因と成長率など。アローの 1962年論文は
まさにそれをやってました。これは第 1 章で指摘した通りです。この定常状態への注目
は、それが果たす役割についてかなりの誤解を招いてきました。たとえば新古典派理論は
ときどき、定常状態の分析に、あまりに非現実的なほど依存していると批判されます。
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まず言っておくべきことは、定常状態への注目はかつて、経験的・実証的に正しいと思
われていたということです。ニコラス・カルドアは経済成長について半ダースほどの「様
式化された事実」を記述しました。トレンドのない資本算出比率、トレンドのない factor
share、生産性と実質賃金の上昇、といった具合です。これは安定状態成長のレシピとなり
ました。つまり定常状態を持つモデルこそは、まさにおあつらえ向きだったわけです。こ
の衝動は、まちがいなく安定状態の分析がとてもきれいに行えるということで強化されま
した。重要なパラメータの変化が、少数の比率や、さらに少数の成長率にどう影響するか
だけを計算すればすむんですから。いまでも、こういうパターンを忠実になぞる論文が査
読に回ってきます。意義深さと簡便さの組み合わせにはなかなか抵抗しがたいもんです。
安定した定常状態を持つ能力は、無料というわけじゃありません。いくつか特殊な想定

が必要になります。規模に対する収穫一定という想定は別に必要ないんですが、一部の文
献ではこれが必須のように書かれていることもあるようですな。最も重要な想定は、技術
進歩が、現れ方はどうであれ、労働を補う性質の物だということです。これとかなり関連
して出てくることとして、規模に対する収穫が増大したり減ったりすれば、それは生産に
対して、特別な労働を捕捉するような形で影響しなくてはなりません。こうした特殊な想
定は、基本的な理論モデルでは必要ありません。その唯一の機能はモデルが指数関数的に
成長する定常状態に発展するようにしてくれることです。定常状態がなくていいなら、こ
ういう特殊な想定もうっちゃってしまえます。うっちゃるべきでしょうか？ 　私に言わ
せれば正解は、もし事実から見て定常成長が長期的なマクロ経済時系列データの記述とし
てあまりよくないようであれば、その場合に限りうっちゃってしまえ、というものです。
計算が安上がりな現代世界においては、定常状態の比較で簡単に答えられる質問につい
て、数値的に一般解を導き出すのは手間が少し増えるくらいですみます。
これで、なぜここまで作り上げてきた拡張版のやってみて学習モデルの定常状態を、未

だに検討していないかについて説明できます。答は、そこに定常状態がないからなんで
す。なぜ指数関数的に発散する定常状態が不可能かはすぐわかります。制約つきのやって
みて学習は、無制約の生産性成長はそもそもの設計からしてもたらせないんです。だから
安定状態の成長はその源からは出てこられません。離散的なイノベーションプロセスは、
明らかに文字通りの安定成長の源にはなりえません。そうしたイノベーションは、ランダ
ムにしか起こらないからです。でもこれはつまらない主張です。適切な統計的意味合いに
おいて、イノベーションを生み出すポアソン過程はそれ自体として見れば、定常状態をも
たらす力を持っているからです。労働者一人当たりのアウトプットの対数を取れば、drift
つきのランダムウォークとなっているんです（この点については、またすぐに触れます）。
問題は、イノベーションの生産性増大効果が、総投資の増大と、継続的な改善とごちゃま
ぜになったときです。これらは本質的にちがった比率で起こるから、それを足しても単純
な指数的成長にはなりません。すくなくとも正確にはそうなりません。
限られた、つまらない意味ではそうなることもあります。十分な投資が行われて、ア

ロー的な労働投入の部分、つまり bG−n で与えられる部分ですが、これが基本的にゼロ
だったら、残っているのはイノベーション部分だけとなり、これは確率過程的に定常状態
に従えます。これがつまらないと思うのは、どんな単純なモデルでも、これほど文字通り
に解釈されてぎりぎりの極端な理解をされるべきではないからです。これと対称形のつま
らない例があります。もしイノベーションが十分に急速に起きて、労働投入のその部分、
つまり qkB0 の部分を減らしてほぼゼロにしてしまったら、モデルはアローが分析した定
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常状態に近づきます。私の脳内代数で言うなら、つまらない+つまらない = つまらない、
となります。
　
これを一通り念頭においても、生産性増大に関するある粗雑な結論なら拾い出せます。
技術のフロンティアに常に着目しましょう（それ自体常に変化していますが）。やってみ
て学習の貢献を推計するには、累積総投資の成長率を示す数字が必要です。もし投資成長
率が加速している場合には、これは投資成長率より低いはずですし、投資成長率が減速し
ているなら、それよりも大きくなります。定常状態があり得ない場合でも、この両者がだ
いたい同じになると仮定すれば、そこそこよいベンチマークになりそうです。そこでどっ
ちも成長率 r で増えると置けば、継続的な改善は労働投入を nr で引き下げることになり
ます。これは厳密には正しくないんですが、でも厳密に言う簡単な方法を私は知りませ
ん。アウトプット一単位あたりの労働投入は B + bG−nとなり、この第二項は nrの率で
現象します。すると次のステップは B を細かく見ることです。
離散的なイノベーションの部分は、イノベーションが起こるたびに q ずつ減ります。イ
ノベーションが起こる感覚はランダムな変数で、指数分布に従うことがわかっています。
その到来率がmなら、イノベーションの平均感覚は 1/mとなります。ある年のイノベー
ション発生確率が 1/5なら、平均でイノベーションは 5年に 1回起こることになります。
もちろん、この間隔は長いこともあれば、短いこともありますね。q が、そうだな、0.9

だったら、つまりそれぞれのイノベーションはアウトプット一単位あたりに必要な労働量
を 10パーセント減らすとすれば（でもこれが起こるのは、その新技術を採用した新設の
工場でだけです）、アウトプット一単位あたりに必要な労働投入は、フロンティアでは年
率平均 2パーセント、もっと一般化すればm(1− q)で減っていることになります。
で、大事なのは、アウトプット一単位あたりに必要な労働投入というのは、二つの要素
の和だということです。一つは年率 nrで下がり、もう一つは年率m(1− q)で下がってい
ます。この和が減る比率は、この二つの要素減少率の加重平均となります。その加重は、
この要素二つ（qkB0 と bG−n) 自体の相対的な規模ですね。この加重は時間を追うにつれ
て変わることはお忘れなく。累積総投資の成長率も同じく変わりますよ。なぜ指数的な安
定状態が存在しえないかは、これでかなりはっきりしますね。そしてなぜそれがどうでも
いいかも明らかだと願いたいもんです。モデルそのものは、投資ルールが指定されればか
なり決定論的なものになります。投資ルールとしては、アウトプットの一定比率なんての
がうまく行きますが、他にもいろいろあり得ます。
そういうルールがあれば、このモデルは中期的な成長率の計算を可能にしてくれます

（中期的という用語を使ったのは、ここでも話をあるべきところよりも遠きにまで推し進
めてしまい、要素の片方が相手を圧倒するようなところにまでこれを広げないように、と
いう警告のためです）。つまりおもしろい問題は、このモデルで表されている各種の特徴
が持つパラメータ変化の定量的な影響をめぐるものとなります。投資の速度とか、やって
みて学習の強度とか、イノベーションの到来率とか、イノベーションの規模とか、生産性
向上に貢献する二つのプロセスの、引き継がれた相対的な重要性とかですね。定常状態の
便利な単純化がないと、紙と鉛筆だけでこうした比較を行うのはむずかしい。いや紙と鉛
筆でできる部分もあるのかもしれませんが、コンピュータシミュレーションが後はやって
くれます。
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注目しているのは中期的な成長率なので、それがどのくらい変動するかについて何か
言っておくべきでしょう。ここでも引き続き、アウトプット一単位あたりの労働投入で話
をします（生産性の逆数ですね）。そのほうが簡単だからです。ここまでの話だと、連続
的な改良と離散的なイノベーションは統計的に独立しているべきなので、その合計値の分
散は個々の分散の合計にしかならないはずです（これもまた、単なる恣意的な単純化でし
かありません。もしいいネタがあれば、この二つの間に正の相関があるような場合を想
像してみるとおもしろいでしょう）。やってみて学習部分は、明示的にランダムな性質は
まったくありません。でもその項の変動性は、累積総投資額の成長率の変動の大小と連動
して増えたり減ったりすると言っても害はないはずです。その累積総投資額成長率の変動
は、こんどは年率投資変動に依存することになりますが、その相関はまったく単純なもの
ではないでしょう。継続的な改善プロセスを引き起こすものは何であれ、その不規則な成
長は、その源からの不規則な成長率増大につながるというだけで十分かもしれません。
離散的なイノベーションのプロセスは、確かにランダムな性格を持ちますし、おかげで

ある告白をせにゃなりません。ちょっと前に私は、この部分から生じる生産性の平均成長
率が、イノベーションの到来率 (m) とそれぞれのイノベーションの規模 (1 − q) の積だ
と述べました。これは完全に正しいとは言えないんです。私が実際に計算したのは、イノ
ベーションの間隔がその平均長だった場合の、一単位時間あたりの生産性成長でした。そ
の量と、平均成長率との差が生じるのは、この両者のつながりが非線形的だからです。長
さ T の任意 kの間隔におけるイノ井部ーションの数が、平均mT のポアソン分布にした
がうという事実を使って、平均生産性成長を直接導き出すことは可能です。すっきりした
説明をしようと思ってインチキをしました。でもいまや、計算をきちんとやったほうがい
いと思うようになったんです。
長さ T の時間間隔に注目しましょう。たとえば t0 から t0 +T の時間です。この期間に

イノベーションが x個起きれば、B の変化率は、t0 から t0+T の間における B の自然対
数の変化で近似できます。これは x ln q になるのはすぐわかります。これを時間一単位あ
たりの比率にすると、その期間に必要労働量が低下するランダムな率として xT−1 ln q が
得られます。この値の期待値はm ln q で、この値（を負にしたもの）はだいたい生産性成
長率となります。（これを私のさっきの小技と関連づけると、ln q = ln[1− (1− q)]だとい
うことと、それがおよそ−(1− q)だというのに注目しましょう）。xの分散はmT なので、
ポアソン分布の標準的な性質からみてすぐに出てくるのは、成長率の分散がmT−1(ln q)2

ということです。さっきの近似をまた使うと、分散の指標として我々が見ているのは、お
よそm(1− q)2/T だということになります。イノベーションが大きくて頻発するならば、
これはかなり大きくなります。
細部はあまり重要じゃありません。ここで示したかったのは、こんなモデルが中期的な

成長率、その平均値と変動性について手がかりを与えてくれるんだということなんです。
こうした生産性成長の表現は、フロンティア技術で起こっていることしか記述していない
のはお忘れなく。未だに使われている技術の集合を類型するのは、計算の問題であって一
般論として解析するものじゃない。定常状態を捨てることからくる、お話としての長所
が、この追加の手間を正当化するものかどうかは、人それぞれ自分で決めることです。私
の感じとしては、正当化されると思いますな。ただし、定常状態のあるモデルでかなり経
験を積んでいればという条件つきですが。
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さてまとめますと、生産性の成長率が変動しやすくなるのは、投資のペースが不規則
で、やってみて学習の強度 (n) が強く、個別のイノベーションの規模 (1− q) が大きく、
そしてそのイノベーションの到来が頻繁である場合ってことです。
この種のモデルをさらに推し進めるほど暇じゃありませんし、またそうするつもりもあ
りません。これからこの練習問題をやってみたことで何を学んだかについてすぐにお話し
ます。が、その前に、この設定で、最も説得力のない側面についていくつか述べておきま
しょう。私に言わせればその側面とは、やってみて学習が累積投資によって「時間の始ま
り以来ずっと続いている」という想定です。（ほかの人は、次々にくるイノベーションが
相互に独立しているという想定を挙げたいかもしれませんね。むしろイノベーションは相
互に支え合い、補い合うような固まりでやってくると言うわけです。私も気分次第ではそ
れに同意するかもしれません。でもそういう想定はむしろ技術的な単純化であって、やり
かたが道狩り次第、すぐに処分してしまうべきだと思いますよ）。
すでに述べた通り、学習プロセスは、離散イノベーションが起こるたびに何度も一から
やりなおしになるというほうが、もっと自然に思えます。実際のところは、まちがいなく
その中間くらいなんでしょうな。以前の学習の一部は持ち越されるし、一部は使えなくな
る。でも、極端な場合を話すだけで十分です。私があり得そうにない極端な場合のほうを
選んだのは、それがモデルの記述として簡単だという理由ではなく（簡単ではあるんです
が）、もっと形式的な、ひょっとして形式的すぎるかもしれない理由のためです。
もし学習が新技術ごとに一からやり直しであるなら、新技術の初期においては、すでに
十分に広まっている古い技術の利用者の場合よりも、費用は高くなるかもしれません。そ
れでも生産者は最新技術に投資し、その初期の競争上の降りを引き受けようとするのは想
像がつきます。後で費用が下がったときにその分を回収できると思うからですね。結局の
ところ、学習曲線というのはそういう具合に使われるもので、経験が蓄積につれて費用が
どうなるかを予測するためのものなんですから。新技術が経済的につかいものになるため
には、いくつかの不利な点が克服されねばなりません。たとえば、イノベーションの到来
速度がとても高ければ、古い技術の期待寿命はその分だけ短くなります。初期の費用面で
の不利を償却する時間も減ります。こういう要件については悩みたくありませんでした。
ひょっとすると、こうした形式的な点についてはあまり心配しないというのが、知恵の出
しところかもしれませんな。
継続的な改善をこうした別のやり方で処理したら、少しでもちがいは出たでしょうか？
　根本的なところではまったくちがわないだろうと私はにらんでいます。イノベーショ
ン直後の即座の生産性増大は、この種の反学習からくる相殺のおかげで小さくなります。
でもアウトプット一単位あたりの必要労働は、イノベーションの寿命の間、少し早めに
下がることになります（したがって生産性の上昇もちょっと加速します）。生産性上昇の
うち、やってみて学習部分の重みが、他の想定の場合に比べて大きくなるからです。（代
数で言うなら、tk が t 番目のイノベーションの日付で、tk+1 > t > tk なら、明らかに
[G(t) − G(tk)]

−n > G(t)−n となるわけです）。でもこのモデルから生み出される時系列
の全体的な様子は、定性的には変わりません。

****************************

この連続講義での私の主な狙いは、ケネス・アローの 30年以上も前の論文が、いまだ
に健在でありしかも主流で活躍しているというのを示すことで、かれに対して最大の賛辞



25

を送ることでした。そうする中で、みなさんの頭にある考えを植え付けられたことを願っ
ています。つまり、やってみて学習モデルは、技術進歩を担うものという当初の発想より
も、継続的な改善プロセスに適用したほうが、ずっと筋が通っているという考えです。す
るとこれは私にとって、ある教訓を指摘する機会を与えてくれます。継続的な改善は、産
業のパフォーマンスに大きく貢献するものです。でもそれは、離散的なイノベーションと
いうもっと華々しい発想の影に隠れて、アメリカの経済学でもアメリカの産業界でも無視
されてきました。でも、どっちが重要だったと思います？
最後に、そしていちばんどうでもいい話である可能性も高いんですが、この散策を通じ

て新旧の成長理論をちらちらと眺めてきました。とりあえずの私の結論は、新成長理論の
価値は、これをもうちょっとやるとか、あれをもうちょっとやるとかすることで、長期的
な定常状態の成長率を変えやすくするするような想定だけを、おおむね身勝手に都合良く
導入したという点にあるのではないということです。この点では、古い成長理論のほうが
頑健だし、実証的にも示しやすいという見解に私は傾いています。新成長理論の真の貢献
は、技術進歩を生み出すプロセスに理論的な注目を集めたというものです。それは一部は
内生的、一部は外生的、一部は意図してのもので説明でき、一部は偶然でまったくの驚き
としてやってきます。このプロセスについては、歴史的制度的な研究文献があり、産業界
の経験も山ほどあります。ひょっとしたら、分析面で一山あてる頃合いが来ているのかも
しれませんぞ。それをやるのは、ケネスも私も、後進に譲るといたしましょうか。
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第 3章

変奏とシミュレーション

前章では、やってみて学習（あるいは「継続的改善」）と、それとは別の離散的なイノ
ベーションの統計過程とを組み合わせるモデルを素描してみました。やってみて学習は、
アウトプット一単位あたりの必要労働をかなりスムーズに減らしてくれるもので、新資本
設備の総投資速度と相関しています。イノベーションはランダムにやってくることになっ
ています。それが一つ生じると、必要労働量はドンと下がるわけですね。（これは研究開
発のモデルではありませんが、そっちのほうにも転用できます）。
このモデルは単純ですが、自己完結的な解は出てこない。これは別に驚くことではあり

ません。第 1章で記述したアローモデルでさえ、定常状態以外では細かい扱いはむずかし
いのです。そしてこの拡張モデルは定常状態を持たないので、そっちからの検討はあらか
じめ奪われています。
すると自然な次の一歩としては、拡張モデルのモンテカルロシミュレーションとなりま

す。この章では、この線に沿った結果をいくつかお示ししましょう。数値シミュレーショ
ンが研究ツールになったら、細かいところでさらに一般化を追加もできます。そうした自
由度も活用したので、話の流れで出てきたら説明しましょう。
基本的なモデルは前章の 2.1 と 2.2 で与えられています。ここでさらに、B = B0q

k

と規定しましょう。B0 と q は定数で、k は、これまた定数 m の発生率を持つポアソン
過程でそれまで記録されてきた事象の数となります。反復シミュレーションで追うべき
量は、最新の撚糸機の資本を使ったときの生産性水準（労働一単位あたりアウトプット）
です。前章で使った記述法では、この量は a[bG−n + B0q

k]−1 となります。B0 と aを 1

としても一般性は失われないので、そうしてしまいましょう。だから今後は、生産性は
[bG−n + qk]−1 という量となります。bを変えるのは、離散的イノベーションと比べて継
続的改善の重要性を変えるのと同じですね。全体としての生産性を記録するためには、そ
れぞれの時点で使われているあらゆる年式の資本を平均していく必要があります。でもこ
の最後のステップはやっていません。このモデルの独特な性質は、「ベストプラクティス」
の生産性の進化を見た方がはっきりわかると思ったからです。
完全な成長モデルだと、時間 t までの累積総投資――つまり G(t)――はもちろん内生

的になります。これはアウトプットの時間経路と、そのアウトプットを消費と投資に割り
振るルールによって決まってくるものだからです。でも私はそのかわりに、G(t) の経路
をあっさり外生的に選ぶことにしました。まず、Gt = Gt−1 + x∗

t (1 + r)t と置きましょ
う。ここで xt は独立の正規分布変数で、平均値が 1で標準偏差も与えられているとしま
す。そして rはなんか適当な数字、たとえば 0.03とかです。言い換えると、総投資は（比
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率として）ランダムに分布した幾何系列のように成長します。実際、試行の最初の何回か
で、Gはなめらかな指数関数のような推移を見せました。
このモデルを、言わば試運転してみるために、図 1aと 1bに試行 100回の結果を示し
ましょう。それぞれが 50期についての試行で、b = 1, n = 0.33,m = 0.2, q = 0.95にし
てあります。つまり、学習は古典的な 1/3乗で起こり、イノベーションは平均で五年に一
度起こり、それぞれのイノベーションは生産性を 5パーセント引き上げる、ということで
すね。図 1aはいくつかの試行を示している。図 1bでは、生産性が最もはやく成長したも
の、遅く成長したもの、100回の試行の各時点ごとの平均で、その平均の両側に一標準偏
差分の幅を持たせてある。
最初の 10-15期の分はたぶん無視すべきでしょう。初期条件の影響を振り払っているあ
たりだからです。50期の終わり頃までに、最速の試行は、一番遅い試行の 5割増しくら
いの上昇率を見せています。平均試行はかなりなめらかで、当然ながら 50試行のあとで
だいたい 1.25くらいの生産性水準になっています。標準偏差はおよそ 0.1なので、標準
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偏差二つ分の幅を取るとかなりでかくなりますね。このパラメータ群を選んだのは、この
試行で示される軌跡が、生産性の道筋から見て、それっぽい（と私に思える）固まり具合
を示したからです。q や bが小さかったり、mが小さかったり、Gがこんなになめらかで
なかったりすれば、生産性の成長はこれより規則的でなくなります。mが大きく、q が小
さく、r（投資成長率）が大きければ生産性成長は加速します。図 2aと 2bは 1aと 1bと
同じですが、bを 1から 2に増やしてあります。すると、なめらかな継続的改善プロセス
の重みが増えて、したがって生産性の軌跡がちょっとなめらかになるし、変動性もちょっ
と下がります。ここから私が結論するのは単に、このモデルがかなり柔軟性を持つという
ことだけです。明らかにこれを微調整すれば、「正しい」成長率や、生産性経路の適切な
なめらかさを実現できるはずです。
図 3aと 3bは、後で比較するためにやったものです。ここでは b = 1に戻り、n = 0.33

のままにしてありますが、こんどは m = 0.5 で q = 0.98 にしてみました。積である
m(1 − q)は変わりませんが、いまや小さめのイノベーションがもっとしょっちゅう起こ
ることになったわけです。結果として軌跡はなめらかになります。これが十分なめらかな
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のか、それともなめらかすぎるのかは、他の人の判断に任せましょう。
さてここでちょっと一般化してみましょう。ここまでは、あらゆるイノベーションが同
じ「規模」だと想定してきました。つまり、どのイノベーションも、アウトプット 1単位
の生産に必要な労働量を同じ比率、つまり (1− q)だけ引き下げます。図 1aと 1b、さら
に 2aと 2bでは、q = 0.95です。でもこんどは、イノべーションが起こるときは常に、q

の値は決まった確率分布に基づいて引き出されることにします。これにより、イノベー
ションによって重要度が変わってくるわけです。ここでは、q は 1.0，0.98，0.95，0.90のど
れかの値を取るものとし、それぞれの確率は 0.1, 0.2, 0.5, 0.2 としましょう。q の期待値
は 0.951、つまりはさっきの定数とほぼ同じです。1− q = 0が確率 0.1で起きるので、イ
ノベーションの十個に一つは不発ということです。要するに、q がランダムになるという
ことは、期ごとの生産性成長の変動要因がさらに増えるということになります。図 4a, 4b
が示すように、まさにそういうことが起こっています。軌跡の広がりがちょっと広めにな
りますが、でも対して広がるわけじゃない（もちろん広げたいなら、q が獲れる値の幅を
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ずっと広くすればいいんです）。この最後の図だと、b = 1でm = 0.2になります。
このモデルでもう一つばかり経験を積むため、図 5a, 5bではちょっとちがったパラメー

タ群での結果を示しました。ここでは、イノべーションはだいたい二期ごとに起こります
（m = 0.5）。でもその規模はかなり小さい（q = 0.98、つまりイノベーションごとに生産
性は 2パーセント高まります）。やってみて学習部分 (n) は 0.33から 0.5に増えるので、
継続的な改善は投資に対してちょっと敏感になります。そして最後に投資経路はちょっと
前より不規則になります。G(t)、つまり累積総投資の経路を図 5cに示します。この軌跡
は、私には「もっともらしく」見えます。付け加えると、このしつらえは平均生産性経路
のまわりにちょっと小さめの標準偏差を作ります。
さてこんどは、基本モデルからもっと大幅な概念的飛躍をしてみましょう。ここまで

は、イノベーションの発生率は定数でした。もし「大規模」イノベーションだけ考えてい
るなら、これは問題ないかもしれません。もっと一般的には、イノベーションがもっと固
まって起きて、その固まりの中でそれぞれのイノベーションが次のものを刺激すると考え
られるかもしれません。これは複雑な問題で、単純なアルゴリズムなんかで解決がつくも
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のではありません。でも興味本位で、以下の単純なアルゴリズムを試してみました。ま
ず m0 = 0.5からはじめます。t 期には、もし t − 1期にイノベーションが起きていたら
mt = (1 + u)×mt−1 で、t− 1期にイノベーションがなければ mt = (1 + u)−1 ×mt−1

だ。ここで u は 0.05, 0.1, 0.15といった数字です。イノベーションが起きるたびに、別の
イノベーションが起こる可能性が高まります。イノベーションがないと、次のイノベー
ションが起こる確率も減ります。他のパラメータは、b = 1, n = 0.33, q = 0.98です。
この結果を表すおもしろいやり方は、100回の試行の経路をすべてプロットしてみせる

ことです（それぞれの試行は 50期ずつ）。個別の経路を見分けることはできませんが、重
要なのはその固まりなんです。図 6a, 6b, 6cは u = 0.05, 0.1, 0.15の結果をそれぞれ示し
たものです。図 6aはおおむね離散的な経路の集まりに見えますね。でもよく見ると、イ
ノベーションがたくさん起きている高い経路群と、イノベーション（つまりジャンプ）が
ずっと少ない低い経路群が見分けられます。図 6bだとこの二極性はずっとはっきりしま
す。実際、二つの固まりの中間におさまる経路は実に少ない。図 6cだとこのパターンは
実に明瞭とないます。t = 20になる頃には、経路は成功したものとあまり成功していない
ものにきれいに分かれます。初期の成功が後の成功を招くわけです。初期の失敗は、イノ
ベーションの発生率が低下することで、さらなる失敗を繰り返すことになります。t = 35

から t = 50の 15期を見ると、成功した経路は生産性をだいたい倍増させているのに対し
て、失敗したものは生産性を四分の一ほど増やしているだけです。
この仕組みはまるっきり露わなものだし、あまりに単純すぎます。唯一述べておきたい

のは、この種の仕組みが技術方面での「ビッグプッシュ」政策みたいなものを支持する議
論を提供できるかもしれないということです。低い水準の群れでうろうろしている経済
は、イノベーションの率を増やす意図的なキャンペーン――そんなもののやり方をだれか
がご存じであればの話ですが――によって、高次の群れに飛び移れるかもしれないという
ことです。
この仕組みにちょっとした変更を加えるのは簡単です。たとえば、非対称性を導入し

てみましょうか。イノベーションが起こるか起こらないかに応じて乗数が (1 + u) か
(1 + u)−1 に等しくなるのではなく、乗数を (1 + u)か (1 + v)−1 にするわけです。ある
いは、それともそれに追加して、mt に上限と下限を設定して発散を防ぐこともできます。
こうした実験の結果に時間を割くつもりはありませんよ、というのも結果は予想通りにし
かならないからです。
この講義での焦点は適切にもやってみて学習にあるわけですが、こうしたモンテカルロ

実験で検討したバリエーションの大半は、イノベーション過程についての検討でした。な
ぜそうでなければならないのか、よくわかりません。最もありそうなこととして、検討し
ている可能性がアローの当初の便利な定式化に縛られているというものがあります。モデ
ルそのものは、ちょっと変える余地はほとんどありません。パラメータ nを変えると、予
想通りの結果が出てきます。bを変えると、単に生産性改善プロセスの中で、やってみて
学習と、もっと伝統的なイノベーションとの相対的な重みを変えるだけです。これは、私
にしてみれば、未だ答のない問題の中で最もおもしろいものです。われわれが目にしてい
るもののうち、どれだけが継続的な改善で、どれだけが研究開発による技術イノベーショ
ンなんでしょうか？ 　この質問への答はまちがいなく、生産性のトレンドを加速しよう
とする政策決定に関係してきます。その答は、モデルのコンピュータシミュレーションを
にらんでいてもたぶん出てこないでしょう。でもシミュレーションはモデルの改善には有
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益だし、もっともらしい現実的な実証試験を考案するのにも使えるでしょう。少なくとも
私がこれをやってみる価値があると思ったのは、そのためなのです。
こうした考えの方向性から、次に報告する一群の実験が出てきました。アローのモデル

で特徴的な性質の一つは、それが生産性増大の特別な源を、通常の資本投資と結びつけて
いる点です。すると当然出てくる疑問は、生産性トレンドが投資トレンドに対してどれだ
け敏感かということです（お忘れなきよう言っておくと、これは産出の貯蓄-投資比率と安
定成長状態との関係をめぐる成長理論的な問題とはまったく関係がありません。第 1章で
示したように、アローモデルはパラメータ nが 1未満か 1ちょうどかによって、旧成長理
論にもなれるし新成長理論にもなれるんです。この章にある数値解はすべて n < 1です）。
このつながりを攻めるには次の方法を使いました。それぞれのコンピュータ試行の期間

を、50期から 100期に増やします。それぞれのセットの試行回数も、100回から 200回
に増やします。これは単にプレゼンテーション上の理由です。いくつかヒストグラムを出
しているんですが、標本サイズを 200にしたほうがきれいに出るんです。それぞれの試行
で最初の 50期は、総投資の経路は前と同じで、一期あたり 3パーセントずつ増えますが、
そこにランダムな比率的な変動が入ります。でも 51期から 100期までは、投資成長率は
もっと高いか低い数字にジャンプします。この狙いは、この投資の加速が生産性トレンド
にどう影響するか見ることです（明らかにこれは成長理論的な質問を迂回するものです。
旧成長理論での困難は、投資の加速を実現し時速させることでしたから）。
このシミュレーションでは、標準パラメータは b = 1, n = 0.33,m = 0.2, q は平均 0.95

でランダムに変わります。軌跡そのものを見せるかわりに、100期末での「正規化」した
生産性のヒストグラムを挙げておきましょう。ここで示している頻度というのは、200回
の独立試行が 100期後に達成した生産性水準です（「正規化」というのはそれぞれの場合
に生産性水準が、t = 10の水準との相対関係で示されているということです。これは初期
条件の影響を和らげるためにやっています）。
図 7a は投資成長率が 100 期すべてにおいて、一期あたり 3 パーセントとなるベース

ケースを示している。分布の中心は 2.5から 3の間で、散らばり方はかなり広い。図 7b
は、51期から投資成長率が一期あたり 1パーセントに下がり、100期までそれが続くとい
う点がちがう。私から見ると、分布の幅はほとんど変わらず、分布の山は目に見えて左に
ずれていますね。これを見るはっきりしたやり方の一つは、二つの人ストグラムで、3の
右の山と、2.5の左の山を比べることです。後半で投資成長率が 2パーセントになった場
合のヒストグラムは示していませんが、図 7aとほとんど区別がつかないと申し上げてお
きます。おもしろいことに、図 7cはかなり強い話を物語ってくれます。投資成長率は試
行の後半では 5パーセントに上がります。結果として、ヒストグラムは目に見えて右にシ
フトします。これは特に、4でのオープンエンドの部分に頻度が積み上がっていることか
らもわかります。分布の中心はどこか 3のあたり、いやもう少し上ですかな（投資成長率
が後半に一期当たり 4パーセントになる中間ケースも、生産性トレンドに大きな影響が出
ています）。
これは大きな反応でしょうか、小さな反応でしょうか？ 　言わぬが花というやつでは

あります。特にモデルがこんなに単純なものならね。図 7aと 7cの代表的生産性成長は、
50期でおよそ 20-25パーセントくらいでしょうか。これは一期当たり 0.5くらいです。モ
デルの一期というのが一年のことだとすると、生産性トレンドを年率 0.5パーセント加速
するというのはかなりの成果です。でも投資成長を 3から 5パーセントに持続的に加速す
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るというのは、おそらく実現不可能な試みでしょう。こんな議論が現実的だという顔をす
るのはまったく不可能です。要点は、やってみて学習モデルは総投資のペースにまちがい
なく敏感だということなんです。
これらのシミュレーションでは、ランダムなイノベーションプロセスがいつも起き続け

ているということをお忘れなく。だからやってみて学習の影響は、他の生産性向上の源に
より薄められています。こうした影響は、純粋なやってみて学習モデルではもっと見えや
すくなります。対応するヒストグラムは挙げませんが、この投資速度への感度は、やって
みて学習のパラメータを適切に変えると拡大するとご報告しておきましょう。たとえば、
bを 2に増やし、やってみて学習の重みが外生的なイノベーションよりも大きいようにす
るとか、あるいは nを 0.5に増やして必要労働量が累積投資につれてもっと下がりやすく
すると、投資加速が最終期のヒストグラムに与える影響はもっとはっきり見えるようにな
ります。
このモデルで最終的な実験として、すでに説明した二つの変種を組み合わせてみまし

た。まず、イノベーションの発生率そのものが、過去の経験に依存するというバージョン
から始めます。つまり m0 = 0.5 で、当初はどの時期でもイノベーションの起こる確率は
半分です。そして v = u = 0.05 にします。イノベーションが起こった直後の期には、イ
ノベーションが起こる確率は 5パーセント上がり、起こらなかった直後の期にはそれが 5
パーセント下がります。でも mt は、上限 0.8で下限 0.2 という制約をつけておきます。
もしイノベーション発生率が上限 (下限)に達してそれ以上 (以下)に「なりたがった」場
合でも、その上限や下限にとどまるしかありません。これ以外には、標準パラメータは
b = 1, n = 0.33, q = 0.98 です。だから m(1− q) は 0.01 くらいから始まります。これは
イノベーションの過程からくる生産性成長率の平均ですね。
すでに見た通り、これは軌跡が「成功」と「どちらかというと失敗」の二極分化するよ

うなモデルです。これは、イノベーションの成功はさらなる成功を招き、イノベーション
がないとその後のイノベーションも起こりにくくなるようなモデルだからです。このモデ
ルが、軌跡の二極分化を誇張するようなパラメータ設定になっていることははっきり理解
する必要があります。これは、当初のイノベーション発生率が 0.5 という高い水準になっ
ているからです。第一期で成功すると、イノベーション発生率は 0.525 に上がります。失
敗するとそれが 0.475 になります。これですでに、目に見える差が出ます。もし最初のイ
ノベーション発生率が 0.1 なら、第二期でのイノベーション発生率は、成功後には 0.105
で、失敗後には 0.095となり、あまり確率として大きな差にはなりません。誇張はもちろ
ん意図的なもので、二極化をはっきり目に見えるようにするための処置です。
このモデルを使って、こんどの試行では、最初の 50期は投資が平均 3パーセントずつ

のびて、その後の 50期では投資の伸び率が遅くなる（1,2パーセント）か早くなる（4, 5
パーセント）場合を試してみました。比較のため、投資が後半でも 3パーセントで伸び続
ける試行群も用意しました。つまり 100期にわたる試行がこれで 5グループできたことに
なります。そのそれぞれは 200回の試行を含んでいます。またそれぞれの試行には確率過
程敵な要素があるます。イノベーション発生率の変化と、それに応じた投資時系列への攪
乱です。
結果を 5つのヒストグラム、図 8a,b,c,d,e に示します。これは 51-100期における投資

成長率 g の低い順になっています。頻度があらわしている量は、それぞれの試行につい
て、t = 100での生産性水準が t = 50 の生産性に対して持つ比率です。やりたいのは、投



38 第 3章 変奏とシミュレーション

資の加速が生産性の加速に対し、やってみて学習のメカニズム経由でどのように影響する
かを見ることなんです。最初の 50期は、モデルが 3パーセントの投資成長率に適応して
落ち着くのを待つための期間です。それが終わってから別の体験にさらしてみようという
ことです。
真っ先に言えるのは、ふたこぶ形の頻度分布で軌跡の二極分化がはっきり見えるという
ことです。モデルの対称性から当然予想されるように、それぞれの試行で半数は高いほう
の山に入り、半数は低い方の山に入ります。すでに述べた通り、このモデルは必ずしもこ
んな極端な別れ方を見せる必要はありません。
もちろん、それぞれのヒストグラムのちがいは、投資成長速度の差がやってみて学習を
軽油して、生産性成長にどう影響するかを示します。すると、それぞれのヒストグラムの
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山を別々に見るしかありませんな。ちなみに t = 50 時点で上のほうの山にいた試行が、
t = 100 でも上の山にいるという保証はありません。実は、いくつかクロスオーバーが発
生しているんです。でもきわめて少ないので、それを無視しても歪曲にはなりません。
まずベースケースである図 8cを見ましょう。これは、後半になっても投資の成長率が 3

パーセントのままである場合です。ヒストグラムの下の山は中心が 1.35くらいで、上の
山の中心は 2.1あたりです。これは一期あたりの成長率にすると、それぞれ 0.6パーセン
トと 1.5パーセントです。この数字を、図 8aから持ってきた数字の 1.25と 1.82とかと
比べれば、次のようなことが言えます。投資成長率を一期当たり 3パーセントから 1パー
セントに引き下げると、運の悪い生産性の軌跡は 50期での成長が 30パーセントほど下が
り、運のいい生産性の軌跡はそれが 25パーセントほど下がるということです（この計算
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は (35− 25)/35と、(1.10− 0.82)/1.10となります）。これが大きいのか小さいのかどう
判断していいのかはわかりません。でも、ここで想定しているのが総投資のかなり派手な
激減だというのは念頭に置いておきましょう。図 8bは投資 2パーセント成長の場合です
が、だいたい 8aと 8cの中間くらいです。まあ意外でもなんでもありません。
同様に図 8eを見ると、対称的な結論が出てきます。低い方の山の中心はだいたい 1.45
で、上のこぶの中心は、2.35から 2.4といった見当になります。だから投資成長を 3パー
セントから 5パーセントに加速させると、50年間で生産性成長は、運が悪いと 30パーセ
ントくらい、高速な軌跡だと 25パーセントほどになります。こちらでも、両者の中間に
いる 4パーセント成長を示した図 8dは、8cと 8eの中間にいます。これは投資の見返り
としてバカにできるものではありませんが、たぶんここから見るべき教訓は、やってみて
学習と旧成長理論とが共通に持つ特徴というのは、生産性に影響を与えるにはかなりの投
資が必要だ、ということなんじゃないかと思います。
これらのヒストグラムに見られる分散は驚くほどです。運のいい山と運の悪い山とのち
がいはきわめて大きい。図 8cだと、上と下の山の中心の距離はつまり、運のいい軌跡のほ
うは平均で、運の悪いほうの軌跡に比べて 55パーセントほど高い生産性水準を獲得した
ことになります。これはつまり、三倍の成長率ということです。でもこのちがいは意図的
に拡大されたものです。それに運のいい山と悪い山の中でも、かなりのちがいが生じてい
ます。運のいい山の中でもことさら運のいい軌跡は、同じ山の中で運の悪い軌跡の 20-25
パーセント増しの生産性水準を実現しています。これはつまり 50期の間に成長率が 5割
増しということです。低い山を見ると、高いほうの尻尾は低い方の尻尾より生産性が三分
の一高い。成長率で見ると、50期の間に 20パーセント増しか 60パーセント増しか、と
いうことになります。
これらはすべてモデルの計算でしかないので、引き出す結論も主に手法面での結論とな
ります。まず、やってみて学習のモデルというのは、私は「継続的改善」とほぼ同じもの
だと解釈していますが、これはアローの時代からほとんど進歩していないということで
す。このモデルは発展させる価値があるでしょう。それが継続的改善と伝統的イノベー
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ションとの貢献がそれぞれどれほどかを計測できるというだけでも価値があるんです（こ
れは実にすごい名辞矛盾ではありますな！）もっと重要なのは、やってみて学習を育むよ
うな制度変化があるんじゃないかという可能性です。アローが考案し、私がここでそのま
ま使ったような機械的なプロセスであるわけがないんですから。やってみて学習のインセ
ンティブは、研究開発のインセンティブとは必ずしも同じとは限りません。一部の人が言
うように、継続的改善が成熟産業の特徴であり、離散的なイノベーションが新興産業の特
徴であるなら、その相互作用はおもしろいものになるはずです。
第 2に、これらの講演で描いたような一種の複合モデルは、生産性向上の二つの原生を

内生化するよい手法になるかもしれないというのが私の希望です。イノベーションの発生
率と、おそらく規模のパラメータをモデル化するというのはすぐに思いつきますね。私自
身の偏見では、継続的改善でも離散的イノベーションでも、ある程度は偶然そして／ある
いは外生性に任せたいところなんですが。
最後に、これはアロー講演ですので、こうした試みがよい不純アイデアの有用性（きち

んと扱えばですが）を示唆してくれると期待したいところではあります。
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第 4章

経済成長のための政策とは

スターク講演シリーズは、現実世界で活動した――それも見事に活動した――人物の思
い出を記念するために設立されました。これまでの講演者のほとんど、いや全員かもしれ
ませんが、みんなアーンスト・スタークが活動した現実世界にしっかり注目した講演を行
いました。みんな思索家ではありましたが、その思索の重心は、意志決定が行われ、行動
が議論され開始される場にあったわけです。
さてこのたび、権力の座にある人々は理論家たる私をスターク講演に招きました。理論

家というのは、空想上の世界にひたすらこだわり、その世界についてあらゆることを理解
しようと目指す人物です。ほとんどの理論家は、自分が注目している空想上の世界が、み
んなの実際に暮らす世界について何かを（もちろんすべてではありませんが）教えてくれ
ることを期待しております。そのでっちあげの世界には欠点もあります。それは現実世界
の指針として信用できないものかもしれません。大縮尺の地図が、そこに出ている森林が
毒草だらけなのを教えてくれないのと同様です。でもでっち上げの世界には利点もありま
す。完全に理解できるということです。現実世界では、ややこしくてすべてを理解するの
は無理です。
もちろん、現実世界は一つしかありませんが、経済理論家たちが発明できるおもちゃの

世界には限りがありません。そうしたままごと世界がすべておもしろかったり有用だった
りするわけじゃない。ときには想像が暴走するときもあります。実務家だろうと経済学者
だろうと、このおもちゃの経済こそ、現実世界の適切で単純化されたモデルとしての特徴
を持っているが、あっちのおもちゃの経済はダメだ、と考える権利は持っています。そう
した区別をつけるのは職人芸ですが、職人芸以上のものもあります。おもちゃの中には、
他よりも現実に似ているものもあります。現実を完全に再現するのは不可能せすが、でも
少なくとも正しい反応の一部は生み出せているかチェックはできます。たとえば、何かを
飲ませるとおしっこをする、おもちゃの赤ん坊人形みたいなものですね。おもちゃ世界の
中には、この試験にあっさり落第するものもあります。そして生き残るものもある――電
池を背負った太鼓叩きのウサギ人形と同じで、まだまだ進み続ける、というわけです。
そしてジミー・デュランテがかつて言ったように「そいつらってのが生き残る条件だ

ぜ」というわけです。ここで私は、おもちゃ経済を成長させるのは何か、その短期的な上
下動を平均化して消したとき、そのおもちゃ経済がたどる経路を左右するのは何かという
のを検討してきた、多数の経済学者を代表していることになります。私の任務は、長期的
な経済成長の仕組みについて私たちが学んだと思うこと、ある経済を頑強に成長させ、あ
る経済を停滞させる力について学んだと思うことについて、お話することです。この作業
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図 4.1 Energizer Bunny. Still going and going and going....

に多少成功すれば、経済成長に有利な政策と、不利な政策とを区別できるようになるはず
です。
単純化した空想の経済だと、検討できる政策の幅もかなり単純になり、ごく一般的な抽
象表現でしか語れません。経済政策の立案を理論家どもに任せておけないのは、よい政策
というものが、現実世界の個別性や住民たちに対応したものでなけれならないからです。
でも私は、理論家に相談せずに、経済成長の政策や他の政策を作ったり実行したりするの
もまちがいだと思うんです。なぜか？ 　実務的な人々はしばしば、根本的な相互関連性
に十分な注意を払わないからです。実務家は、ひざ骨が腿骨につながり、腿骨が腰骨につ
ながるというのを忘れてしまうので、適切に神様の道を言祝ぐことができなかったりする
んですな*1。
　
さて本題に入る前に、重要な注意書きをしておかねばなりません。私が話すのは成長に
ついてであって、近代化についてではないし、おもに農業や手工芸中心の低い停滞した所
得を持つ経済が、そこそこ機能した市場のネットワークで調整された高度な分業を持ち、
高い成長する所得を持つ工業経済にどうやって変換されるのかという話でもありません。
私が検討する理論は、すでにいまの後者の経済を前提として、それがどう成長するかを理
解しようとするものです。私が知っていて適用できるツールは、前者の質問には答を提供
してくれません。貧困で原始的な経済がそもそも出発点につくにはどうしたらいいんで
しょうか、という質問です。私の持つツールが、この質問に不適切な形で押しつけられる
と――一部の経済学者はそういう押しつけをします――しばしば得体のしれない馬鹿げた
答えが出てきます。少なくとも私にはそう思えます。私が想定している空想経済は、1988
年の労働者一人当たり GNPが、国際価格で USD37,608の 1985年アメリカの三分の一
くらいだった、ブラジルとか台湾とかポルトガルかもしれません。でも、労働者一人あた
り GNPが（Summers and Hestonによる）推計でアメリカの 6.5パーセントや 8.5パー
セントとかいった、ガイアナやジンバブエやバングラデシュだとは思えません。
東欧の経済転換の発端ぎりぎりのところでさえ、経済発展が現代資本主義経済の制度イ
ンフラや人々の態度的なインフラの有無にどれほど依存しているかを、疑問の余地なく明
解に示してくれています。これは、財産権についてのきちんと考え抜かれて一般に受け
入れられた枠組み、契約の執行、その他貯蓄を集め、融資の質を評価し、リスクをコント

*1訳注：有名な歌への言及。別にソローが信心深さを誇示しているわけではない。
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ロールできる金融制度を含めた大量の市場制度や機構などを含むものです。そうした制度
の根底にあるのは、不可欠な人々の態度です。仕事に対する態度、起業への態度、経済活
動全般の非人格性に対する態度。こうしたものへの洞察が欲しければ、現代成長理論家よ
りは、マックス・ウェーバーを参照されるほうが自然でしょう。私は、こうした態度や制
度がすでにそなわっていると想定しています。問題は、経済成長の速度とパターンを決め
るのは何かということで、そもそも出発点につくのに何が必要かということではありま
せん。
　
経済成長を論じるとき、そもそも何が成長すべきなんでしょうか？ 　人口増について

私は特に知見はありませんが、もちろん人口増は重要かもしれません。だから、一人当た
り成長率を考えましょう。それでも、それがその国民における一人当たりの産出の伸びを
見たいのか、それとも就業者一人あたりの産出成長を見たいのか、労働時間あたりの産出
成長を見たいのか、果ては資本も天然資源も含めた生産の全要素単位あたりの産出成長を
見たいのか、という問題は残されたままです。ほとんどの場合、生産性のこうした指標は
どれを使っても構わないのです。ただし、自分がどれを選んだのかは常に念頭に置く必要
はありますが。週あたりの労働時間が増えたり、進学や家庭や引退をやめて仕事につく人
が増えた結果としての国民生産上昇と、「純粋」な生産性上昇による国民生産上昇とは、見
方がちがってくるでしょう。一般に、但し書きをつけない限り、私が問題にしているのは
労働時間 1時間あたりの産出の伸びです。
第 2の曖昧さはもっと混乱のタネになりかねません。経済成長とビジネスサイクル／景

気循環の上昇期とを混同するのはよくないことです。ジャーナリズムや政治論争はしばし
ば、国民生産の年ごとまたは四半期ごとの増加をすべて「成長」と呼んでいます。産出の
一部の増大は、遊休資本や遊休――雇用されていはいても遊休している人はいます――労
働の活性化からくるものです。時にはもちろん、経済は後退して産出が減ることもありま
す。こうした上下動は、経済成長の家庭で起こる変化とはかなりちがうものです。その原
因もちがうし、帰結もちがいます。必要とされる政策もちがってくるんです。私が経済成
長というとき、産出を生産する「能力／容量」の増加について述べているのであって、生
産そのものを論じているのではありません。ときには、経済の潜在的な産出と、実際の産
出とを区別できることもあります。ビジネスサイクル／景気循環は、ある潜在産出のトレ
ンドを中心とした、実際の産出の上下動のことです。成長の物語は、潜在的な生産能力の
トレンドをめぐりものであり、成長支援政策というのは、潜在的トレンドを左右するため
の政策なのです。
最後に、もっと微妙な区別が求められるのは「長期的」という用語についてです。モデ

ルを構築する経済学者が、経済成長について専門的な話をするとき、通常は「安定状態／
定常状態」つまりかなり長いこと安定した率で続く成長のことを考えています。それが永
遠に続くわけがないのは知っていますが、一部の興味深い問題の場合、「永遠」と「かな
り長いこと」というのは大差ないのです。さてまったくちがった状況を考えましょう。一
定不変の生産性水準を持つ経済を考えます。そこで何かが起こります――たとえばコン
ピュータの発明とかです――そして生産性が上昇を始めます。みんな、それが新しい水準
に到達してそこでまた横ばいになるのは知っています。そこでまた一定になり、それは以
前よりは高い水準ですが、もはや変化はしなくなります。こうしたプロセスは、大規模な
発明の場合には 30年かそれ以上かかるでしょう。もし年間の成長率を見れば、ゼロから
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始まって、プラスの値に（ひょっとしてかなり突然）達し、それからまた下落して、30年
ほど経ったところで、またゼロになります。
この一件をどう表現したもんでしょうか？ 　もちろん、いまこれをかなり正確に表現
してみせたところです。それ以上何もいらないのかもしれません。でも、これは一時的な
成長として分類すべきなんでしょうか、それとも何か別のもの？ 　確かに安定状態／定
常状態ではないので、安定状態とか定常状態と言うべきではない。これを一時的な成長期
として分類してもいいと思います。こうした生産性の一回限りの成長は、きわめて価値あ
る成果です。もし成長がすばらしいなら、一時的な成長の爆発について語るのはプロパガ
ンダとしていいかもしれない。でもそれをやるなら、年間成長率がゼロに向かって落ちて
いくときにも、だれかを責めてはいけません。成長率が下がるのは、必ずしも何か失敗を
示すものではない――ある生産性水準から別の生産性水準に移る際の、必然的な過程の一
部なんです。新しい水準を達成するのは、長期的に継続するような高い成長率を達成する
のとは別の話です。慎重な言葉遣いをすることで、このちがいは明確にできます。
　
1950 年代と 1960 年代に開発された現代経済成長理論の、政策的な意味合いというの
は、一般にかなり悲観的なものだと思われていました。これは誤解に基づく評価だったか
もしれませんが、でも当時はそう思えたのです。基本的な結論は、国民経済における長期
的な安定状態の成長率は、二つの数字の和で表現できるということでした。一つは雇用成
長率、これは総労働時間に基づくものです。そしてもう一つは「技術進歩」の率と表現さ
れましたが、でもこれが労働者の健康、教育水準ややる気、市場が労働や資本リソースを
生産に割り振る効率性の変化などを含むとても広いものだということは、よく理解されて
いました（天然資源がこの理論にまったく出てこないというのは、あの時代を表すもので
す。でもこれは 1970年代に OPEC が思い知らせてくれたので、みんな理解するに到り
ました）。この仕組みによると、労働時間あたりの産出成長の永続的な源泉は、この一般
化された技術進歩にしかないということになります。
別の言い方をすると、この論点はもっとはっきりするかもしれません。国民生産へのあ
らゆる投入について、だいたい漏れのない一覧を作れます。その一覧でには、到達した技
術の水準も投入の一種になっています。すると、持続的な成長を生み出すためには、そう
した投入の一部またはすべてが持続的に成長するしかありません。労働時間 1時間あたり
の産出成長を持続的に生み出すためには、技術水準を除く投入すべてについて、労働 1時
間あたりに換算して、その一部またはすべてが持続的に成長することになります。なぜ技
術水準だけ別枠かというと、技術というのは多数の労働者や労働時間に拡大しても、通常
の投入とはちがって「蕩尽」されないから、という理屈です。
技術水準の成長というのはまさに、技術進歩のことです。労働の質と、資源配分の効率
性を別々に計測して投入一覧に含められるのであれば、技術進歩の指標からそうした要素
を除去して、純粋に狭い技術要因だけに限ることもできます。でもたぶん、伝統的な工学
ベースの機械操作改善やプロセス改善、材質改善などに加えて、生産組織の改善を含めて
おくのは必須だと思います。
同じような議論から、持続的な生産性成長はまた、労働者一人当たりの人的資本ストッ
ク成長や、労働者一人当たりの通常の工場設備ストックの成長からも得られるということ
になります。ここから、成長を加速する政策は、人的資本や物理史本の持続的成長を増大
させることを目指すべきだという結論づけられます。ここで理論の悲観論、そう呼んでよ
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ければですが、それが入ってくるんです。
実は、物理資本ストックの成長率をいつまでも増やし続けるというのは、なかなか容易

ではないんです。資本に収穫逓減があったらどうでしょう。これは経済学者の用語です
が、一般世界でも通用する意味を持っています。同じだけの労働力と天然資源に対し、ま
すます多くの工場や設備を押しつけていったらどうなるでしょう。生産はどんどん資本集
約的になります。そうした設備投資の収益性がこの状況でどんどん下がっていくなら、そ
こで有名な収穫逓減の法則が働いているんです。実は、労働者一人当たり資本の成長には
自然の上限があります。その上限は次のような形であらわれます。資本ストックをそれ以
上急速に成長させようとする経済は、国民生産のうち投資する比率をますます高めるしか
ありません。でも、産出すべて以上に投資するわけにはいきません。短期的には借り入れ
ができますが、それも一時の話です。そして全額投資に回すはるか以前に、投資の収益性
が低下するため、資本集約を高めるプロセスはまちがいなく止まります。「自然の」上限
を超えて成長を加速するのは、かなり短期の場合を除けばほぼ絶望です。
これは重要な点ですから、さらに別の形でも述べましょう。成長率に不満な経済は、国

民生産のうち投資にまわる比率を増やすことで成長を加速しようとするかもしれません。
それまで GNPの 20パーセントを投資していたなら、今後は 25パーセントを投資しよう
と思うわけです。これは、投資の利潤を増やす各種の政策で実現できます。事業の利潤に
対する課税を下げたり、民間投資を直接補助したり、さらに公共投資を拡大したりするん
ですね。理論によれば、そしてほとんどの経済学者が信じるところでは（少なくともごく
最近までは）、そうした国民投資比率の増大は、さっき述べたような一時的な成長率加速
をもたらすだけだ、ということになります。成長促進政策は、全体としての成長率を即座
に加速はさせますが、いずれのその成長率は、以前と同じところに舞い戻ってきます。経
済は、投資が増えたことで豊かになります。その利得は、労働者または国民一人あたりの
所得が高くなるという形であらわれますが、一人当たり所得の上昇率が以前より上がると
いう形にはなりません。強調したいのは、所得の貯蓄比率を上げることでもっと高い所得
を得るというのは十分に意味があるかもしれないということです。結果として、一人当た
り消費が増え、その伸び率は以前と同じということになります。成長率を上げるという不
可能な願望に比べてこの見返りが小さく見えるというのは、市民たちの要求が性急すぎた
り、政治家たちの要求がそれよりさらに性急だったりするからでしかないんです。
一見すると、物理資本について言えることは人的資本にも当てはまるはずだと思えるか

もしれません。両者はかなり似たり寄ったりに思えます。確かにそういう部分はあります
し、同じ主張が人的資本にも当てはまります。人的資本のストック成長を加速させても、
永続的な成長率増大は実現できません。無理にそれをやったら、追加の人的資本を「生産
する」ための労働時間などのリソースの費用増大に阻まれることでしょう。でも物理資本
との対比は、確かにかなりちがう面もあります。人的資本の蓄積は、量よりははるかに質
の問題であるように思えます。人々は、古い技能を大量に身につけるのではなく、新しい
技能を身につけます。もちろん、みんなしょっちゅう教育を増やせとか研修を増やせと言
いますが、その際には、教育や研修のプロセスから出てくるものよりは、そこへの投入を
計測している場合がほとんどのようですね。こういう話はすべて、私も自信がないもので
す。ただ、人的資本の蓄積は、物理資本を律する法則とはいささかちがうかもしれないと
いう可能性を述べておきたいだけなんです。それは物理資本と人的資本の生産という面か
ら見ても、それが財の生産に使われる使用法の面から見てもちがうかもしれません。する
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と、人的資本の蓄積加速を通じた経済成長加速の持続は、考え方としてあり得るかもしれ
ません。ただ、それが確実に可能だとは思わないほうがいい。確実でないからというだけ
で楽観論をふりかざすわけにはいきません。人的資本についても悲観的な見方を採用する
方が分別のあるやり方かもしれませんよ。
そうは言ったものの、同じ理屈が物理資本についても多少の不確実性を示唆することは
指摘したいと思います。資本集約性の増強は、通常は資本財の量だけでなく質の変化も伴
います。だから、収穫逓減の想定は、物理資本の場合ですら完全にはあてはまらないかも
しれません。経済理論はこの難点について、品質改善や資本財のちがった性質について、
技術変化の一部として扱うことで対応します。古い機械がもっと高価な新しい機械に置き
換わると、その価格が上がった分が「資本ストック」に加算され、その「新しさ」の影響
はなにやら高水準技術に組み込まれるわけです。これがしっかりした手法だとか厳密な手
法だとかいうふりはしたくありません。毀誉褒貶の多い部分なんです。でも、仕事を先に
進めるための近似ではあります――そしていまのところ唯一の手法でもあります。こうい
う形で物理資本を扱っていいのなら、同じ手法を人的資本にも当てはめて、「量の増大」と
「質の改善」を分けて考えていいかもしれません。残念ながら、この指針となる経験はほ
とんど、いやまったくありません。人的資本が収穫逓減を見せるとしても、成長プロセス
で重要な役割を果たすものなので、所得水準の成長率を変えなくても、水準を引き揚げる
ような政策をここに効かせる余地は出てきます。
このようにあれこれ条件はつけましたが、戦後の成長理論の結論は、持続的な成長加速
の唯一の源は、どうにかして技術進歩を加速することだ、というものでした。つまり、き
わめて長期にわたり成長を加速させようとする政策は、工業生産に適用できる技術水準を
着実に改善させることを狙うべきだということになります。この一部は、世界の他の技術
リーダーたちの模倣を加速することで実現できますし、一部は既存の技術を研究室から工
場へもっと素早く適用することでも実現できます。でもいずれは、それは技術的知識の
もっと急速な蓄積で実現するしかありません。
技術的なイノベーション過程には、偶然の要素があるのは常識です。雷が落ちます。そ
れが落ちるのは、地面が整えられた場所になりますが、でも整地したからというだけで自
動的に雷が落ちるとは限りません。また、偶然の要素はプロセスの一部でしかないのもわ
かっています。残りは意図的なもので、高価です。人材やモノという形で資源を動員して
使う必要があります。使われた量が多いと、成果も多くなる見こみが高いのですが、でも
何が成果として出てくるかは、はっきりとはわかりません。だからここには、成長促進政
策にできることがあります。政府は研究をまとめて資金をつけるのに直接的な役割を果た
すし、他の投資と同じように、研究が民間セクターンとってももっと利潤の高いものにな
るような手段も執れます。
それでも、技術イノベーションのプロセスについてはほとんどわかっていないし、新技
術を生産性向上につなげるプロセスもさほど理解できていません。イノベーションに割く
人材や資源を増やせば、イノベーションが増えるということはだれも疑っていません。で
も、その定量的なつながりとなると話は別です。技術進歩の速度を年率 1 パーセント引
き上げてそれを持続させるにはどれくらい投入すればいいんだろうか？ 　これにまとも
に答えようとするのは、だれであれ蛮勇としか言いようがありません。ここに何か政策の
根拠となるものがあるでしょうか？ 　私はあると思います。民間企業は、社会全体が望
み求めるほど研究開発投資をしていません。それを増やすほうがいいし、その見返りは明
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らかに高い生産性となるし、その便益はきわめて広範に広がることになります。でもこの
種の計算においては、厳密性を実現するのは不可能です。これこれの研究開発プログラム
が、労働者一人当たりの GDPを xパーセント増やしますとか、あっちのプログラムは既
存の生産性上昇率を y パーセント高めますなどと言えるようになることは絶対にないん
じゃないかと思いますよ。
これが失望するような結論かどうかはわかりません。経済学者の観点からすると、確か

に失望です。漠然としたものをもっと厳密にしたいとは思うし、厳密にできるという希望
だけでも欲しいところです。でも政策立案社の観点からすると、そんなに失望するもので
もありません。これでも賢明な政策は立てられます――それに慎ましさは、かつては美徳
と見なされていたんですから。ß 　
ここまで私は、経済成長政策について旧成長理論、1950年代と 1960年代の理論が何を

言っていたかを説明してきました。細かい話はぬきで、まとめてみましょう。そのために
は、まずは潜在的な産出のトレンドという発想に戻ります。これはその経済が、何か正常
または望ましい容量の活用率または何か容認できる失業率で稼動した場合に、その経済が
どの水準を達成できるかという指標になります。この潜在力を、労働者一人当たりの産出
や、労働時間 1時間あたりの産出で示しても、いけないことは何もありません。この理論
は、潜在トレンド曲線を上にシフトする政策と、トレンド曲線の傾きを変える、つまり成
長率を変える政策とを明確に区別します。結論は、伝統的な財政政策や規制政策、資本形
成の率や人的資本の形成率などを増やそうとする政策は、潜在的トレンドを引き上げるこ
とはできても傾けることはできない、というものでした。GNPの投資比率を持続的に増
やしても、成長加速が一時的に生じるだけです。現在の消費を減らす見返りは、どこか将
来時点から永続的に消費水準を引き上げることです。潜在曲線を傾けるには、技術進歩の
率を上昇させねばなりません。この狙いを実現しそうな政策もあります。研究開発促進、
起業活動の奨励、お祈りでさえ効くかもしれませんね。こうした政策の便益はきわめて大
きいこともありますが、それがどの程度成功するかは不確かですし、おそらくその不確実
性は本質的なものなんでしょう。政策に対する反応は正しい方向を向いたものになります
が、結果として生じる成長の加速が大きいか小さいか、永続的か一時的かは、知るよしも
ありません。
この図式だと、成長促進政策には二つの選択肢が出てきます。一つは成長率の一時的な

上昇を狙い、潜在トレンドを引き上げるだけでも野心的だし重要なことだと認める、とい
うものです。そうすれば、正しい方向を向いた政策の方向性がいくつか出てきます。投資
を増やすと効きますし、そのためのメニューは、工場や設備の増強、教育や研修を通じた
人的資本投資増強、交通、通信、情報流のインフラに対する公的投資増強もあり得ます。
そしてもちろん、研究開発投資もあります。第 2の選択肢は、長期的な成長率の引き上げ
を目指すことです。すると理論によれば研究開発起業の道だけが候補となり、しかも安定
状態の成長を目に見えて加速させるには何が必要か、厳密には――いや近似ですら――わ
からないということになります。
ここで、最近台頭しつつある問題についても触れておきましょう。高技能労働者は移動

できるし、新技術はもっとすばやく移動できます。だからある国が支払う投資は、主に他
国に便益を与えてしまうこともあります。たとえば人材流出の場合がそうです。あるいは
技術的な模倣のように、その発祥国のみならず他国にも便益を与える場合もあります。経
済活動のグローバル化はつまり、丸ごと国一つですら「外部性を内部化」して自分の投資
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に対する見返りの相当部分を捕捉することさえむずかしくなっているということです。だ
からこそ、たとえば「知的財産権」をめぐる紛争が、いまや伝統的な貿易障壁をめぐる紛
争と同じくらい広まっているわけです。すると、3 種類の結果が予想できます。一つは、
知的財産権をめぐって満足のいく合意が実現するかあるいは最も狭い形で独占された研究
開発の費用以外のすべてを国際化する方法が見つかるか、技術の分野でなんでも秘密にし
て保護しようという本格的な試みが行われるか。最初の二つのどちらかのほうが、最後の
ものよりも望ましいのですが、世界がそっちの方向に進むという保証はありません。
これまで慎重に 1950年代と 1960年代の成長理論、つまり旧成長理論について語って
きました。もっと最近の 1980年代半ばになると、新成長理論が台頭してきました。こち
らとの結論の差は、ちょっとやそっとではすみません。この創始者は、経済学者にはみん
な周知のことですが、ポール・ローマーとロバート・ルーカスです。でもいまや貢献者の
一覧はどんどん拡大しています。新成長理論で何が目新しいかを示す通常の名前は「内生
的」というものです。これは単に、それが理論の外から所与のものとして与えられるので
はなく、理論の内部で決まってくるというだけのことです。それが何を指しているかとい
えば、旧成長理論だと、安定状態／定常状態の成長率は、常に基本的には技術進歩の率で
与えられるもので、この技術進歩の率についてはそれ以上の説明がなかったということで
す。私は、このレッテルがまちがった点を強調していると思います。旧成長理論家のだれ
一人として、技術進歩の速度が経済的な意志決定や出来事と無関係だなどとは信じていな
かったと思います。でも、それがどう決まるかについて何も具体的なことが言えなかった
ために、あっさり所与のものとして扱ったということです。さっき研究開発の決定につい
て私が述べたようなことはいつでも言えたし、また実際に言われたはずです。
新成長理論の本当の目新しさは、それぞれのバージョン――いくつかのバージョンがあ
るんです――が生産についての強い想定に基づいていて、それにより投資判断が成長率に
与える影響がきわめて大きくなっているということです。ほとんど必ず、鍵となる想定は
蓄積される生産要素のどれかについて、収穫逓減が作用しないというものになっているん
です。
ときには、これはかなり直接的に行われます。あるモデルでは、物理資本については収
穫逓増が生じるのだとあっさり想定されてしまっています。これはつまり、資本集約性が
増すと、最も生産的で利潤の高い投資機会は使い果たされるどころか、もっと生産的で利
潤のもっと高い投資機会を作り出すのだ、ということです。ただし、その収穫のうち投資
家が捕捉できるのはごく一部かもしれませんが。あるいは間接的に行われる場合もありま
す。一部のモデルだと、人的資本（または知識）の生産で収穫逓増が発生すると想定され
ています（でも知識の使用では発生しません）。たとえば、平均的な労働者が教育や研修
にかける週当たりの時間数が、そこで生み出される人的資本の成長率を永続的に高めると
想定されることもあります。時には、鍵となる想定はかなりこっそりしたものです。一部
のモデルでは、収穫逓増の源は生産の投入要素の量ではなく種類の数だったりします。た
とえば、最終産出物は、固定された「量」の中間投入物を、ますます多くの品種に分割し
ていくだけで、無限に成長できるものと想定されたりします。私が目にしたあらゆる例で
は、作用している想定はきわめて強いものばかりです。
強い想定をおけば、強い結論が得られます。そして新成長理論の結果は、成長促進政策
の活躍する範囲を実に様々に与えてくれます。2種類の結果が生じています。まず、国民
所得のうち（たとえば物理資本などに）投資される比率が持続的に増えていけば、経済の
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成長率は永続的に高まり続けることが示されます。これはまさに、旧理論が否定したこと
です。そのちがいは、片方のお話だと収穫逓減の力がいずれは優勢になるのに対し、もう
片方のお話ではそうならないというものです。もし新しいほうが正しいなら――そしてこ
れは議論の余地がまだまだあります――税制や公共支出による投資促進は、直接の永続的
な後押しを成長率にもたらす、ということになるわけです。
二つ目の結果もまた、きわめて衝撃的なものです。旧成長理論の特徴として、よい事象

だろうと悪い事象だろうと、一時的なものであれば、最終的には経済の長期的な経路に何
も影響を与えないということになっていました。資本の利潤に対する一時的な増税は、そ
れが続く限りは投資と成長を押さえつけます。でもそれが終われば、経済はだんだん何事
もなかったかのように、税制の変化がなかった場合に生じたはずの状態に戻っていきま
す。同様に、戦争や自然災害などで、いきなり資本ストックの一部が破壊されたら、もち
ろん経済は貧しくなります。でもここでも経済は徐々に、その洪水が起こらなかったら実
現されていたはずの安定状態／定常状態にだんだん戻ることになります。これはノアの定
理と呼んでもいいかもしれません。
でも新理論では、これはもはや成り立ちません。投資を一時的にでも引き下げるような

ショックや、一回限りの資本喪失（または人的資本喪失）ですら、大きな傷痕を残して、
決して言えることがないか、どんどん悪化する場合さえあるのです。まったく同じ島が二
つあって、その片方だけが台風で資本ストックの四分の一を失ったとしましょう。すると
運良く台風に遭わなかった島は、その不幸な双子に対し、一人当たり所得で見たとき、永
続的でますます拡大する優位性を獲得するのです。よいことが拡大するようなレバレッジ
は、悪いことも常に拡大させるのだという点は忘れちゃいけません。
こうしたモデルは、政策をきわめて強力なものにする一方で、きわめて危険なものにも

してしまいます。「永続的」とか「持続的」ということばが単に「長いこと続く」というだ
けの意味だということを念頭においても、もし新しい考え方が正しいのであれば、経済的
な帰結に対する政策（と偶然）の持つレバレッジは実に大きなものとなります。さらに重
要な点として、強いレバレッジを持つ政策の種類が、古いモデルから得られるものよりも
はるかに広くなる、ということがあります。新種のモデルの構築方法にもよりますが、物
理資本や人的資本への党史や、イノベーション活動を簡単に増やせる活動への投資は、長
期的に見て早い成長と遅い成長との差を生み出すことになります。成長率が目に見えてち
がえば、それが長期に続いた場合に、所得水準のすさまじい差が生じるなどということは
私が改めて言うまでもないでしょう。
新成長理論は、分析経済学者たちの間ですさまじい人気を博しました。これ自体は、単

にそれが知的におもしろいというだけのことです。新しい種類の空想経済を探求できま
す。そしてそれが、これまで経済分析の埒外だと思われていた経済生活の一部を説明す
る、というか説明しようとします。新しい結果がとても強力なので、それをもたらしてい
る強力な想定が正しいかどうかを見極めるのは、なおさら重要となります。政策的な結論
に飛びつく前に、それを受け入れるべきか、その基盤を受け入れるべきかを決めねばなり
ません。でも実のところ、こうした想定をどうすれば直接的に検証できるのやら、きわめ
て想像しにくいのです。
これまで強調してきたように、鍵となる想定はすべて、一部の経済活動が収穫逓減を逃

れているのが前提となっています。これは単一の産業やプロセスについて検証するだけで
も実にむずかしいことですし、それができたとしても、問題となる疑問に片をつけてくれ
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るものではないかもしれません。もちろん、一部のプロセスは収穫逓減を示すし、中には
収穫逓増を示すものもあるでしょう。問題は、経済全体を見たときに近似表現として適切
なのはどっちなのか、ということです。もう一つ実証的な知識への障害は、性質を理解す
べき活動の一部は本質的に定義したり計測したりするのがむずかしいということです。こ
れは特に、人的資本を作ったり、使える技術知識を作ったり、あるいは生産要素や消費財
の種類を増やしたりするはずの活動に当てはまります。こうした検証をしようという本格
的な試みは寡聞にして知りませんし、通常は懐疑的な人物に、こうした強力な想定やその
含意を受け入れさせる――あるいは核心を持って棄却させる――だけの納得のいく証拠を
出そうとした例も知りません。経済学内部での傾向は、何か間接的で、これから見るよう
にかなり面倒なものを試してみることです。それが示されるまでは、懐疑論――まとも
な、心を開いた懐疑論――のほうが正しい態度に思えますね。
いくつかの条件が重なったことで、実際に効いてくる成長の源を明らかにしようという
新種の研究が出てきました。そうした条件の一つはまさに、これまで論じてきたような新
種の理論が登場してきたことです。もし成長率が敏感に、公共民間を問わず経済的な意志
決定に反応するのではとにらんでいるなら、そうした影響を経済成長の記録から見つけ出
すのはそれなりに簡単なはずです。もちろん、それを探すための記録は必要ですが。
それが二つ目の条件です。30年から 40年をカバーする多くの国々の経験に関する大量
のデータがいまや手に入ります。多くの国からのデータを使う利点は、各国が同じではな
いということです。観察される政策や状況の多様性は、統計的な歴史を通じてある一国が
体験するものよりもはるかに多様となります。同じことが、民間の行動、国際的な影響、
偶然の出来事といった政策以外のちがいについても言えます。だから各国を横断的に見る
のはとても有益となります。ちょうど作物の収量に降雨が与える影響を見るとき、同じ国
で雨が多い年と少ない年を比べるだけの場合よりも、雨の多い国と少ない国を比べられる
ほうが影響がわかりやすくなるのと同じです。
こうしたデータ集合の欠点は、各国がいくつか重要な点で、必ずしも横並びで比べられ
ないことがあるということです。極貧国の体験は、裕福な国には関係ないかもしれない
し、農業国の経験は工業国には関係ないかもしれない。開放経済の経験は自己完結した国
の体験と関係ないかもしれません。「協調組合主義」的制度を強く持つ国の経験は、そう
した組織がない経済の体験と関係ないかもしれない。こうした問題に対して言える唯一の
答えは、一貫性があって意味ある結果が実現できるかどうか試してみましょうというもの
です。こうした考えられるちがいは一つ残らず、明示的な仮説に変換して検定できるん
です。
もう一つ国際的に比較できない要因として考えられるものは、純粋に統計的な要因で
す。データ収集方法はいろいろですし、価格指数も様々ですし、ときには定義すらちがい
ます。もし検出しようとしている影響がかなり細やかなものなら、こうした統計的なちが
いで容易に隠されてしまいかねません。吉報としては、2種類の国際所得と生産統計が集
められているので比較できるということです。一つは世界銀行からのもので、一つはアメ
リカの学者であるロバート・サマーズとアラン・ヘストンによるものです。かられは 30
年間にわたる 138ヶ国ものデータを提供しており、データの質を Aから Dまで採点さえ
しています。悪い報せは、この二つのデータがときには一貫しない結果を出すということ
です。でも、広範な実証知識の源はこの二つ以外にはありません。そこから何が言えるで
しょうか？
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まず、それをつきとめるために何がやられているかを説明しましょう。仮に、ガンのよ
うな病気の発生に影響しそうな、食生活や環境特性、遺伝要因など各種の要因すべての一
覧があったとしましょう。それらの相対的な重要度について何らかの形で評価したいとし
ます。一つできるのは、何か共通の時期についてガンの発生に関する世界各国の情報を集
め、同時にこうした他の性質すべてについてもデータを集めることです――食生活の肉の
割合、喫煙、直射日光の量、皮膚の色など。国ごとのガンの発生率が、こうした国民特性
群とどれだけ相関しているかについて計算し、それぞれの重要度を推定する統計技法はよ
く知られています。通常はもちろんｍこうしたやり方ではガンの発生に関する完璧な「説
明」は得られません。説明のつかない雑音はたくさん残ります。でも、かなり意味のある
ことは学べるでしょう。
説明したいものが国ごとの経済成長率のちがいであっても、通常の手順は同じです。ま

ず多くの国について、GDPか労働者一人当たり GDPの成長率から始めます。それを十
分長期にわたり平均して、短期的な変動の影響を取り除きましょう。他の変数は、成長理
論が示唆する一覧から持ってきます。工場や設備やインフラへの投資率、人的資本への投
資率――これは通常、他にデータがないので、就学率の数字を使いかなり不完全な形で計
測されます――そしてひょっとすると、GDPの産業構成の数字も入れるかもしれません。
通常は、初期の所得水準も入れます。これは、旧成長理論では、貧困国は当初は他国ひょ
りも道のりが長いため、進歩もとげやすいと想定するためです（これに驚くかもしれませ
んが、でもほとんどの場合はまさにこの通りになっているんです）。
おもしろいことに、こうした研究の多くは、達成された成長率とは理論的なつながりが

ほとんどまったくないけれど、経済政策の適正ぶりと一貫性は計測するような記述的な特
徴を含めます。たとえばその期間の平均インフレ率、その国の対外債務規模、財政赤字や
黒字、さらには政治的安定性／不安定性の直接的な指標などです。こうした研究に含まれ
る国々の幅は、極貧低開発国から、きわめて裕福な工業国まですべて含まれますし、こう
した政治的特性が有用なのはまさにそのためではないかとにらんでいます。高いインフレ
率――通常は実質成長とは負の相関があります――は、収拾がつなかくなった政府を表す
と同時に、急速な（そしてしたがって変動の大きい)インフレは資源配分を行う価格機構
の邪魔をして、投資の量と効率を減らすリスクを作り出すという事実を反映するものでも
あるのです。
真っ先に言うべきことは、こうした統計分析は旧成長理論と新成長理論との対立につい

て、白黒はっきりさせてくれはしないということです。私から見れば――私は旧成長理論
家ですから中立的ではないかもしれませんよ――国際記録はこうした新しい発想を持ち込
むだけの納得のいく必要性がないことを示唆している、と思えます。そういうものがなく
ても、データは十分説明できます（ただし一つとても面白い修正があります。伝統的に計
測された、労働が産出成長に与える貢献度のうち、半分かそこらはもっと細かく見ると人
的資本の貢献らしく、残り半分が言わば「通常の」労働に帰属するようなんです）。でも
データは一方で、新成長理論の発送ともそこそこ矛盾しないものです。とはいえ、新成長
理論の中でもかなり突拍子もないものだとそうはいかないようですが。歴史的な国際記録
の比較が明確な結論を出さないのは、別に驚くことではありません。そもそも、成長率の
国際的なちがいの一部は、各国固有の系統性のない要因から生じるものなんです。ちょっ
とした運や不運といったものです。これは国際的なガンの発生率の差の場合と同じです。
第二に、新成長理論と旧成長理論との対比は、そもそも黒白の差といったものではありま
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せん。かなり幅のあるグレーで、そのグレーの中で両者はなかなか見分けられないんです。
理論的な問題がいずれどっちに軍配が上がるにしても、こうした研究を見ると投資――
物理的、人的、知的な投資――が二十年から 30年のスケールで成長に影響するというの
は疑問の余地がありません。問題は、その度合いと持続期間だけです。30年という期間で
すら、成長加速の一時的な発生と、成長率そのものの上昇とを区別するには短すぎます。
成長を加速したい社会は、物理資本と人的資本のストックをもっと急速に増やし、新技術
の生産への導入を加速しなければなりません。その見返りは、すごく劇的というわけでは
ないし、不確実ではあります――でも実在はします。政策議論の正確さや正直さのために
は、成長率を引き上げると約束するかわりに、トレンドを上にずらすと約束するほうがい
いとは思います。トレンドを上にずらすというのをかっこよく言う表現は思いつきません
が、それがあれば結構なことです。成長率についての議論は、もっとしっかりした基盤が
できるまで待つべきです（ひょっとするとここで、そうした約束はすべて、昔よりも環境
制約や資源制約を重視すべきなのだと言ったほうがいいのかもしれません。誤解してほし
くはないんですが、こうした制約はきわめて重要だと思います。特に、富裕国と貧困国と
のすさまじい格差が特徴となっている世界ではなおさらです。私が環境や資源の制約を強
調してこなかったのは、それについて目新しいことや他とちがうことを何も言えないから
というだけです）。
国際比較研究は通常、財政と金融面での適切さ――低インフレ、対外債務が適切で、財
政もまとも――も経済成長と正の相関を持つことを示します。この結論は、実際よりも重
要そうに聞こえます。これは別に、アメリカやフランスが、財政をちょっと引き締めれば
自動的に成長が早くなる――またはトレンドが上にずれる――ということじゃありませ
ん。どうもそれが意味するのは、アフリカや南米諸国の成長実績は、ファンダメンタルズ
が示す水準よりもひどかったということらしいのです。これらの大陸は、他の地域と比べ
て、高インフレ、高い対外債務、放漫財政がひどかった。この証拠を見ると、中庸は美徳
のようです。これはその範囲が限られているからというだけでなく、統計的な結果そのも
のが頑強ではないからです。つまり、モデルがごくわずか変わっただけで――あまりに小
さくて、それが原理的な変化だとはだれも思わないような変化を加えただけで――しばし
ば統計分析が物語るお話がガラリと変わってしまうということです。観測された相関の背
後に本当は何があるのか、これでは自信が持てません。
先進国経済については、しっかりしたマクロ経済政策の優れた影響は、主に投資を通じ
て作用するらしいというのがもっともらしい解釈となります。これはつまり、インフレが
成長にとって悪いのは、インフレが投資にとってよくないからで、マクロ経済の安定性が
成長にとってよいのは、マクロ経済の安定性が投資にとってよいからだ、ということで
す。「自信／不安」といったもっと漠然とした概念というのは、つまりそういうことになり
ます。良心の呵責から申し上げますと、こうした国際比較に基づく示唆はすべて、かなり
不安定なものです。でもその中ではっきり現れているのは、物理、人的、技術的な投資の
重要性であり、投資と技術を考慮すると、工業国集団の中でちょっと貧しい国は、ちょっ
と豊かな国に追いつこうとする傾向が見られる、という旧成長理論的な結論なのです。
こうした結論は、成長促進政策の基盤として適切なものですが、それにあまり多くを要
求してはいけません。この「あまりに多くを」というとき、私は二つの別個のことを意味
しています。まず最初は、あまりに精度を要求しすぎたり約束しすぎたりすることです。
長年にわたり、経済学者たちは経済成長についてどう考えればいいかを学んだし、いくつ
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か優れた定量的結果すら出せてきました。でも政策と行動とのつながりや、行動と成長と
のつながりは不確実であり、今後も不確実なままでしょう。これは経済学者どもがバカだ
からではなく、人生ってのがそういうものだから、なんです。成熟した民主主義社会は、
投資と技術開発を通じて成長を実現できることを学ぶべきです。でも、その便益がいつ
やってくるか、それがどのくらいの規模になるかを、厳密に確信はできません。有権者の
過剰な要求や、候補者による性急な約束は、高度成長政策への約束の基盤として望ましい
ものではありません。
要求しすぎたり約束しすぎたりするもう一つの方法は、潜在トレンドを上にシフトさせ

るよりも傾きを変えるほうにばかり注目しすぎるということです。新成長理論は、基本的
な主張の点で結局は正しいことになるかもしれません。この場合、それは強力な政策イニ
シアチブを示すものとなります。でも、それが本当に正しいと多少なりとも自信をもって
言えるまでには、まだまだずいぶん道のりは遠いのです。今のところ、成熟した民主主義
社会は潜在トレンドの傾き――成長の持続可能な速度――を律する力は複雑で、かなりの
部分が技術的で、しかも多少は謎めいたものだということを学ぶべきです。私たちが多少
なりともやりかたを知っているのは、潜在トレンドを数パーセント上にずらす方法です。
傾きは前と同じでも、これは立派な成果です。その絶対的な重要性は、時間が経つにつれ
て増大します。サマーズとヘストンによれば、メキシコの労働者一人当たり GDPは、ア
メリカの 40パーセントだそうで。このギャップが埋まれば、いやすべてではなくても半
分でも埋まれば、メキシコ国民にとっては歴史的な変化ですし、30年かそれ以上の目標と
しては実に大したものとなります。現実的な政策目標というのが、政治的な基盤になれる
のかというのはおもしろい問題です。私も答がわかればとは思うんですが、でもこれは理
論家に尋ねるようなことじゃありますまい？
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