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This paper examines how Keynes viewed socialism. Keynes had little sympathy for Marxism, seeing it as an already outdated 
idea. He was also uninterested in working class movement and the social change through it because he retained the lifestyle and 
values of the middle class throughout his life. Nevertheless, he was very interested in Soviet Russian experiment that sought to 
create a social framework that would make money-making less than a major motivation for human behavior.

Keynes sought to save the engendered European civilization by attempting a particular amalgam of private capitalism and state 
socialism. He called such a position ‘new liberalism’ or ‘liberal socialism’. He advocated the ‘socialization of investment’ in 
which the state controlled the level of total investment based on a long-term plan as a means of securing an approximation to full 
employment while preserving individual liberty and initiative. Keynes thus argued that the expansion of planning was the only 
way to protect a free society.

Keywords: John Maynard Keynes, Liberalism, Socialism, Socialization of Investment

＊ 本研究は、JSPS科研費17K03641の助成を受けたものである。
** 名古屋大学大学院経済学研究科
　Graduate School of Economics, Nagoya University

― 1 ―

『経済科学』第69巻第 4 号（2022年 3 月発行）
THE ECONOMIC SCIENCE, Vol.69, No.4, March 2022 DOI:10. 18999/ecos. 69. 4. 1



Ⅰ．はじめに

ケインズが『雇用・利子および貨幣の一般理論』
（1936年）の執筆に着手した1930年代初め，世界経
済は大不況の只中にあった。多くの国々が大量失業
に呻吟し，資本主義経済体制は文字どおり存亡の淵
に立たされていた。このような中，ロシア革命によ
る社会主義国家・ソ連の誕生に鼓舞され，世界各国
において労働運動や社会主義運動が急速な高まりを
見せていた。それと同時に，第一次世界大戦後の混
乱が民族意識を刺激することによって，ドイツやイ
タリアをはじめとする国々においてはファシスト勢
力が台頭していた。こうして自由と民主主義をその
基盤とするヨーロッパ文明は，左右両翼からの激し
い攻撃を受けて，今まさに崩壊の間際へと追い込ま
れていた。

したがって，R. スキデルスキーが述べているよ
うに，『一般理論』が，世界大不況のみならず，共
産主義とファシズムの興隆という政治的・社会的状
況を背景として執筆された著作であることは間違い
ない（Skidelsky, 1992, p. 440）。ケインズは，生涯
にわたって自由主義の立場を堅持しつつも，失業問
題の解決をはかり，資本主義を救うために政府介入
の拡大を唱えたのだというのが伝統的な見解であ
る。たとえばハロッドは，「気質的にもまた信念か
らしても，ケインズは確かに生涯を通じての自由党
員であった」と述べている（Harrod, 1951, p. 331：
邦訳373ページ）。これと同様にスキデルスキーも，
ケインズを「最後の偉大なイギリス自由党員」であっ
たと見ている（Skidelsky, 1992, p. xv）。このように，
ケインズは中道の自由主義者であったという見方が
広く定着している一方で，彼が提唱した経済政策の
急進的な側面に注目して，ケインズをある種の社会
主 義 者 で あ っ た と 見 な す 論 者 も， オ ド ン ネ ル

（O’Donnell, 1999）をはじめ，以前から少なからず
存在する 1 ）。

もとより自由主義と社会主義のいずれも一枚岩の
思想体系ではなく，その内部には多様な潮流を含ん
でいる。また自由主義と社会主義とは互いに相容れ
ない概念ではなく，それらの間には重なり合う領域
も存在する。それゆえ，「ケインズは自由主義者で
あったのか，それとも社会主義者であったのか」と
いう問い自体にはほとんど意味がない。自由主義お
よび社会主義という用語には，さまざまな定義をあ
たえることが可能であるし，どのような定義を採用

するのかによって，いかなる主張も容易に成り立つ
からである。

しかしながら，社会主義に対するケインズの態度
や見解について考察することは，たんに知的好奇心
を満たすにとどまらず，彼の理論的著作の意図や目
的を理解するうえでも欠くことのできない作業であ
る。資本主義体制が深刻な危機に直面していたなか
で，社会主義の思想と運動，さらには社会主義国家
のソ連をどう評価し，それとどう向き合うのかは，
ケインズのみならず，20世紀前半を生きる全ての経
済学者にとって避けて通れぬ問題となっていた 2 ）。
言うまでもなく，社会主義をどう見るかという問題
は，資本主義の基本的性格をどう捉えるか，そして
資本主義をどう変えるかという問題と裏表の関係に
ある。したがって，ケインズの社会主義論に考察を
加えることは，資本主義についての彼の見方をより
深く理解することにつながるだろう。さらに，資本
主義の危機の時代を生き，危機の克服に全精力を傾
けたケインズの知見は，所得格差拡大や金融不安定
性など，大きな困難に直面する現代の資本主義経済
についての正しい診断を下し，その行方を展望する
うえでも大きな手がかりを与えてくれるに違いない。

実のところ，ケインズの政治思想を正確に理解す
ることには一種独特の難しさがある。彼は，断固た
る自由主義者として立ち現れたかと思えば，ときに
は国家による計画化や管理を熱心に訴える計画主義
者の顔を見せることもあった。そのことが，今日に
至るまで，ケインズの政治思想をめぐって多様な解
釈が提示されてきた理由でもある。したがって，一
見したところ矛盾に満ちているかのように思われる
ケインズの思想を総体的に把握するためには，一つ
ひとつの言説が発せられた文脈を丁寧に吟味しなが
ら，それら全体を貫くビジョンを探り当てていく必
要がある。この点に留意しつつ，本稿ではケインズ
の社会主義論についての検討を行ない，以って彼の
政治思想の特質とその歴史的意義を究明することと
したい。

Ⅱ.　マルクス主義への反感

サン＝シモン，フーリエ，オーウェンらによって
代表される空想的社会主義に始まり，無政府主義，
共産主義，社会民主主義など，一口に社会主義と言っ
ても，その内部には極めて多様な潮流が存在する。
20世紀初めのイギリスにおいても，フェビアン社会
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主義，ギルド社会主義，キリスト教社会主義，共産
主義など，社会主義の運動はさまざまな形をとりつ
つ展開されていた。これらのなかでも，シドニーと
ベアトリスのウェッブ夫妻，ジョージ・バーナード・
ショウらによって率いられ，漸進的な社会変革の実
現をめざすフェビアン協会が社会的・政治的な影響
力を拡大していた。1911年 2 月 7 日にケインズは，
大学の討論クラブであるケンブリッジ・ユニオンで

「〈集産的社会主義〉の路線に沿った〈社会〉の進歩
的再編成は不可避であり，かつ望ましいものである」
という論題をめぐって，シドニー・ウェッブととも
に 賛 成 の 立 場 か ら の 演 説 を 行 な っ て い る

（Skidelsky, 1983, p. 241：邦訳395ページ）3 ）。
しかしながらケインズは，マルクスらが唱えた共

産主義に対しては，ほとんど共感するところがな
かった。1934年 8 月11日にケインズは，『ニュー・
ステイツマン・アンド・ネーション』誌の編集長で
あるキングスリー・マーティンに宛てて次のように
書いている。「マルクス主義者は，現存の経済秩序
を変革するために個人の政治的自由を犠牲にする用
意があります。ファシストやナチスもそうです。
……私自身の目的は，政治的自由主義という方法に
よる経済的改革です」（Keynes, 1982b, pp. 28-9：邦
訳42ページ）。自由放任の資本主義という現存の経
済秩序はもはや存続不可能であり，それは新たな秩
序に置き換えられなくてはならない。しかし政治的
自由は何にもまして大事なものであり，経済的変革
によってそれが失われることはあってはならないと
いうのが，変わることのないケインズの信念であっ
た。

ケインズが取締役会会長を務めていた週刊の政
治・文化雑誌である『ニュー・ステイツマン・アン
ド・ネーション』は，1934年10月にスターリンとH. 
G. ウェルズの対談を掲載し，バーナード・ショウ
がそれについて論評した。そしてケインズは，ショ
ウの論評に対する自らの見解を同誌の11月10日号に
寄せた。その中でケインズは，次のように述べてい
る。

「古い理論が欠陥をもつばかりではない。世界
の諸事実が変化しつつある。ショウやスターリ
ンは，今なお資本主義世界についてのマルクス
の描写でもって満足している。それは，彼の時
代には大いに真実らしさをもっていたが， 4 分
の 3 世紀あとに現代世界の急速な流れととも
に，承認しがたいものとなっている。彼らは，

資本主義がどうなりつつあるか将来に向かって
見るのではなく，どんなものであったか後ろ向
きに振り返っているのだ」（ibid., pp. 32-3：邦
訳47ページ）。

ケインズの見るところ，19世紀の後半には，シティ
の指導者と産業の主導者から成る資本家が権力を保
持していた。しかし今日では，進化の平和的過程に
よって彼らは権力を失っている。時代と株式会社と
行政府が，俸給生活者階級を静かに権力の座につけ
たのである。しかもそれはプロレタリアートではな
く，サラリアートである。彼らは，すぐれた政策提
案を一気に呑み込むだけの機敏さをもち，新しい方
向への変化に抵抗することもない。したがって，革
命は時代遅れとなっている。革命というものは個人
的な権力に反対するものであるにもかかわらず，今
日のイギリスでは誰も個人的な権力をもっていない
からである（ibid., pp. 33-4：邦訳47-9ページ）。

改革を実行することの困難は，権力をもつ悪しき
人々がそれを妨げていることにあるではない。そう
ではなく，何をなすべきかを知ることは極めて難し
く，また，それを知っていると考えている人間が自
らの政策を他人に説得するのは途方もなく難しいこ
とに困難があるのだと，ケインズは論じている

（ibid., pp. 35-6：邦訳51-2ページ）。そのうえで彼は，
「今後この国では，権力は，通常，左翼の側に存す
ることになるでしょう。労働党は，つねに多数派を
占めることになるでしょう」（ibid., p. 36：邦訳52ペー
ジ）と予想している。それゆえ労働党が，自らの政
策の正しさを理性的で公平無私な人々に対して説得
することができるならば，経済的改革を妨げようと
立ちはだかる利己的な資本家の力は取るに足りない
ものでしかないだろう 4 ）。

ケインズが暴力的な革命による社会変革を否定し
たのは，社会の進化によってそのような方法がすで
に時代遅れになったと考えていたことに加えて，裕
福な中産階級の出身であった彼が，中産階級の生活
様式や価値観を生涯にわたって保持していたためで
もある。たとえば彼は，マルクス主義について次の
ように述べている。「変わり者よりも愚か者を好む
ために，どのような欠点があろうとも，生活面で優
れた素質をもち，全人類の進歩の種子をたしかに携
えているブルジョアジーやインテリゲンチアよりも
上位に，粗野なプロレタリアートの地位を高めるよ
うな信条を，どうして私が採用できるだろうか」

（Keynes, 1925a, p. 258：邦訳306ページ）。社会は少
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数の知的エリートによって指導されるべきであると
いう信念と，中産階級に対する尊敬の念を，ケイン
ズは最後まで持ちつづけていたとR. F. ハロッドは
述べている。

「彼は，イギリスの歴史的根底をもつ伝統を高
く評価した。彼は中産階級の美徳の強い支持者
であって，われわれが現在享受している良いこ
とのすべては，その賜物であるという見解を
もっていた。彼は知識人が指導的地位に立つこ
とが最もよいことであると信じ，選ばれた少数
者の英知に信頼をおいていた。……他方，彼は
社会主義者ではなかった。彼の中産階級に対す
る尊敬や，芸術家，科学者，その他あらゆる種
類の頭脳労働者に対する尊敬のゆえに，彼は社
会主義の階級意識的な諸要素を嫌っていた」

（Harrod, 1951, pp. 331-3：邦訳373-5ページ）。
1934年12月 2 日付のバーナード・ショウ宛の手紙

で，ケインズは，マルクスの『資本論』が『コーラ
ン』と同じように自らにとって不可解な書物である
と記している。

「『資本論』についての私の感情は，『コーラン』
についての私の感情と同じです。それが歴史的
に重要であることは知っていますし，また多く
の人々が，それを一種の『千歳の岩よ』〔賛美
歌の一つ〕と見て，それが霊感を宿していると
考えていることも知っています。しかも，彼ら
がみな馬鹿だというわけではありません。しか
しその本をざっと眺めると，それがこのような
効果をもちうることが，私には不可解に思われ
るのです。……これらの本のいずれもが，どの
ようにして世界の半分に炎と剣を持ち運ぶこと
ができたのでしょうか」（Keynes, 1982b, p. 38：
邦訳55ページ,〔　〕内は引用者のもの）5 ）。

典型的なイギリス中産階級の一員であったケイン
ズは，労働者階級の運動や，それを通じて社会の変
革をめざす思想にはほとんど関心がなかったのであ
ろう。彼は多くの労働党員とも親交をもっていたが，
その範囲は，フェビアン協会員などの知識人にほぼ
限られていた。また，社会秩序の暴力的な転覆を唱
える労働党左派を「破壊党」と呼んで忌み嫌ってい
た（Keynes, 1925b, pp. 297-300：邦訳357-60ページ）。
社会改革の担い手となりうるのは，思慮分別に富み，
ゆたかな知性を備えた一握りの知的エリートであっ
て，多くの無教養な労働者大衆は，政治問題や経済
問題についての正しい判断を下す能力を欠いてい

る。そう考えていたケインズの目には，共産主義と
は「平凡な人を褒めそやし，なくてはならない存在
にしてしまう」諸宗教の一つにすぎないと映ってい
た（Keynes, 1925a, p. 259：邦訳308ページ）。

Ⅲ.　ケインズとソヴィエト・ロシア

1917年のロシア革命によって史上初めて社会主義
国家が誕生したことは，資本主義に対する本格的な
挑戦の始まりを告げる歴史的事件として，世界に大
きな衝撃をあたえた。各国の労働者や知識人たちは，
あらゆる形の搾取や抑圧から解放された新しい社会
の建設をめざすソ連の実験に大きな希望を託し，そ
の成り行きを見守っていた。イギリスにおいては，
ウェッブ夫妻やバーナード・ショウ，ハロルド・ラ
スキをはじめ，もともとは暴力革命に否定的な態度
をとっていたフェビアン協会の社会主義知識人たち
も，1930年代には，ソ連型の計画経済を高く評価し，
その成果を称賛するようになっていた。本節では，
ソ連に対するケインズの態度とその変化について概
観する 6 ）。

ケインズは当初，ロシア革命に歓呼の声を挙げた。
彼は，1917年 3 月30日付の母に宛てた手紙で，こう
書いている。「私は，ロシアのニュースを聞いて大
いに喜び，興奮しました。それは，これまでのとこ
ろ，戦争がもたらした唯一の価値ある成果です」

（Dostaler, 2007, p. 94：邦訳221ページからの引用）。
また，その年の12月24日には母に宛てて，以下のよ
うに書き送っている。

「クリスマスに際しての私の考えは，現在のよ
うな事態の進展のために戦争がいっそう長引く
ことは，これまでわれわれが馴染んできた社会
秩序の消滅をおそらく意味している，というこ
とです。いくらかの名残惜しさはありますが，
概して残念には思いません。金持ちを根絶する
ことはむしろ一つの楽しみであり，いかなる形
においてであれ，彼らに当然の報いをあたえる
ことになるでしょう。私がもっと恐れているの
は，全般的

4 4 4

窮乏化の見込みです。向こう 1 年の
うちに，われわれが新世界において設定した請
求権は没収され，その代わりに，この国はアメ
リカの抵当に入るでしょう。
　やれやれ，私に残された唯一の道は意気揚々
とボリシェビキになることです。そして私が朝
ベッドの中に横たわり，大きな満足をもってし
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みじみ思うのは，われわれの支配者は気が狂っ
ていて邪悪であるのと同時に無能でもあるの
で，ある特定の種類の文明の，一つの特定の時
代はもうほとんど終わってしまったのだ，とい
うことです」（Keynes, 1971, pp. 265-6, 強調は
原著者のもの）。

スキデルスキーによれば，ケインズがこの悲観的
な手紙を書いた直接のきっかけは，政府が食糧配給
制度の実施を発表したことにある。他の多くの中産
階級と同様に，ケインズには，自分自身が享受して
いる生活の快適さの慣習的な水準を社会秩序と同一
視する傾向があり，その水準が少しでも低下すると，
それを大げさに受け止めて，既存の社会秩序が揺ら
いでいるものと考えた（Skidelsky, 1983, p. 346：邦
訳564ページを参照）。

しかしながら，共産主義に反感を抱いていたケイ
ンズがロシア革命に対して好意的な態度を示したの
は，かすかな理想の光をそこに見出していたからで
もある。彼は，貨幣愛に支えられた資本主義文明に
強い嫌悪感を覚えていた。

「いずれにせよ，私にとって日々ますます明ら
かになりつつあるように思われる点は，われわ
れの時代の道徳問題にかかわっているのは貨幣
愛であり，生活諸活動において十中八九まで金
銭的動機に習慣的に訴えているということであ
り，個人の経済的保障を主要な努力目標として
全面的に努力することであり，建設的成功の尺
度としての貨幣を社会的に是認することであ
り，そして家族と将来のために必要な準備の基
礎としての財産保蔵本能に対して社会的に訴え
ることである」（Keynes, 1925a, pp. 268-9：邦
訳319ページ）。

1925年 9 月にケインズは，妻のリディア・ロポコ
ヴァとともに新婚旅行でロシアを訪れた 7 ）。レニン
グラードに住んでいたリディアの家族に会うことも
旅行の目的の一つであった。帰国後に刊行した『ロ
シア管見』と題するパンフレットにおいて，彼は，
反革命勢力に対する無慈悲な迫害や，農民を犠牲に
した急速な工業化など，社会主義国家の建設を進め
ているソ連が数多くの矛盾や困難を抱えていること
を指摘している。しかしそれと同時に，ソヴィエト・
ロシアが，金儲けを人間行動における主要な動機で
はなくさせるような社会の枠組みをつくり上げよう
と努めていることに目を向ける。将来のロシアにお
いては，「誰もが社会のために働かねばならず，

……各自が自分の義務を果たすならば，社会はその
人を称揚することとなろう」（ibid., p. 260：邦訳309
ページ）との予想を示したうえで，ケインズは，金
儲けが正常な行動でも尊敬すべき行動でもなくなっ
た社会を「とてつもない新機軸」（ibid., p. 261：邦
訳310ページ）であると評している。こうして彼は，
共産主義が貨幣に関するわれわれの考え方を変える
ことによって，人類社会の理想を体現した新しい文
明が生まれることになるかもしれないとの小さな予
感をいだいていた。革命後のロシアを訪れたケイン
ズは，重苦しい気分と意気軒昂たる気分という二つ
の気分にこもごも囚われたという。

「ここには，……貧困と愚鈍と重苦しさにもか
かわらず，人生の実験室がある。ここでは化学
薬品が新しい化合方式で混ぜ合わせられて，悪
臭を放ち爆発する。何かが……生じるかもしれ
ない。そして，たとえ見込みではあっても，こ
れによって，現在ロシアで生じつつある事態の
ほうが，（たとえば）アメリカで生じつつある
事態よりも重要だということになる」（ibid., p. 
270：邦訳321ページ，（　）内は原著者のもの）。

1925年のロシア訪問のさいにケインズは，それぞ
れ「イギリスの経済状況」および「イギリスにおけ
る経済の変転」という題目で二つの講演も行なって
いる（Keynes, 1981, pp. 434-43：邦訳525-32ページ
に所収）。最高国民経済会議の国民経済委員会総会
で 9 月14日に行なった講演には，トロツキーも出席
していた。彼は，ケインズについて次のように記し
ている。「もっとも進歩的な経済学者であるケイン
ズでさえ，イギリス経済の救出の手がかりがマルサ
ス主義にあったのはつい先日のことであると語って
いる！　そしてイギリスにとってもまた，都市と農
村のあいだの矛盾を克服するための道は社会主義を
通り抜けているのだ」（Fuller, 2019, p. 1656からの
引用）8 ）。

その後，スターリンが権力を掌握し，彼の独裁体
制が確立すると，ケインズはソ連に対する批判的な
姿勢をしだいに強めていく。1937年 7 月25日にはキ
ングスリー・マーティン宛の手紙で，過去数カ月の
あいだに280万人の共産党員のうちの約25%が処刑・
逮捕・流刑・除名されたとの報道に言及し，スター
リンが旧来の共産党の組織的破壊に乗り出している
と指摘する。そして，現在の粛清は反ドイツ的な性
格をもっているが，長期においては警戒すべきもの
であると述べる。すなわち，「スターリンの立場は，
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すぐに他の独裁者たちのそれと区別できなくなって
しまうでしょう。そして彼の外交政策が機会主義的
となるであろうことは，まったくその性格に合った
ことであるように思われます。また彼とドイツのあ
いだでの最終的合意は，もしそれが彼にとって好都
合なものになるとすれば，決して問題外のことでは
ないのです」（Keynes, 1982b, p. 72：邦訳103ペー
ジ）。独ソ不可侵条約が結ばれ，世界を驚かせたのは，
その 2 年後のことであった。

しかしケインズは，ソヴィエト共産主義に対する
共感をほとんど失っていたにもかかわらず，ケンブ
リッジの学生団体である「ソサエティ」や，イギリ
スの左翼人読書クラブである「レフト・ブック・ク
ラブ」に所属する若い共産主義者たちとの交際を楽
しんでいた。彼は，「若いアマチュア共産主義者た
ちの素晴らしい人材」（Keynes, 1939, p. 496：邦訳
569ページ）を高く評価するとともに，彼らの活動
を温かい目で見守っていた。

「今日の政治には，自由党員の仲間のほかには，
35歳以下の戦後世代の知識人共産主義者を除い
て，わずかな価値をもつ者すら誰もいません。
私はまた，彼らのことを好きだし尊敬していま
す。たぶんその感情と本能において，彼らは，
典型的なたくましい非国教徒の英国紳士――彼
らは，十字軍の遠征を行ない，宗教改革を行な
い，清教徒革命を戦い，われわれに市民的・宗
教的自由を勝ち取らせ，前世紀には労働者階級
を洗練させました――に，今日のわれわれのな
かで最も近い者たちなのです」（ibid., pp. 494-
5：邦訳568ページ）。

Ⅳ.　ケインズの新しい道

1 . 自由主義の刷新をめざして
資本主義的な経済秩序の基盤がきわめて脆弱なも

のでしかないことを，ケインズは逸早く察知してい
た。ヴェルサイユ条約の調印に対する抗議の意を込
めて出版した『平和の経済的帰結』（1919年）にお
いて，彼は次のように記している。「西ヨーロッパ
が過去半世紀のあいだそれによって生活してきた経
済組織のもつ，極度に異常で，不安定な，錯綜した，
頼りにならぬ，一時的性質を心底から理解している
者は，われわれのうちのよくよく一部でしかない」

（Keynes, 1919, p. 1：邦訳 1 ページ）9 ）。
資本主義経済が危機に瀕しているという認識をま

すます強めていたにもかかわらず，ケインズは，資
本主義に取って代わる新しい経済体制として，その
時代においては多くの人々の期待を集めていたソ連
型の国家社会主義に嫌悪の念をいだいていた。した
がって危機に瀕したヨーロッパを救うため，資本主
義経済の自己調整的な性格への信頼に基礎をおく自
由放任主義と，生産手段の公的所有によって経済問
題の解決をはかろうとする国家社会主義という二つ
の路線のあいだのどこかに，これからの社会が進む
べき新しい道を見つけることが，彼にとっての課題
となった。彼は，自由主義の根本的な刷新をはかる
ことによって，この歴史的課題に応えようと考えた。
そして，そのような自らの立場を「ニュー・リベラ
リズム」と呼んでいる。もはや彼にとって，自由放
任とは自由主義思想における不可欠の要素ではな
かった。

「経済的無政府状態から，社会的公正と社会的
安定のために経済力を制御し指導することを計
画的にめざすような体制への移行は，技術的に
も政治的にも，はかり知れない困難を伴うこと
であろう。それにもかかわらす，〈ニュー・リ
ベラリズム〉の真の使命は，それらの困難の解
決に立ち向かうことにあると，私は主張したい」

（Keynes, 1925b, p. 305：邦訳366ページ）10）。
しかしそのような試みは，本来は相反する性格を

もつ自由と計画という二つの要素を巧みに結合する
ことによって，どうにか平衡を維持しようとする危
うい綱渡りとならざるをえない。したがってケイン
ズの言説は，ときに自由主義の立場を強く打ち出し
たかと思えば，ときには社会主義との親和性をいく
らか感じさせるものとなったりする。こうしてケイ
ンズは，自由と計画のあいだを行きつ戻りつしなが
らも，基本的な方向としては，計画の要素を大幅に
拡大することによって経済と社会の安定を実現しよ
うと試みた。この節では，社会主義に関するケイン
ズの議論に焦点を合わせつつ，彼がめざした政治・
経済体制とはいかなるものであったのかについて検
討することにしたい。

2 . 1920年代から1930年代初めまで
ケインズが，自らの経済政策上の立場を説明する

ために「社会主義」という用語を初めて用いたのは
1924年のことである。彼は，『ネーション・アンド・
アシニーアム』誌の 5 月24日号に「失業には思いきっ
た対策が必要か」（Keynes, 1924a）と題する論文を
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発表した。この論文は，彼が初めて公共事業政策を
提唱したことで知られている。そこにおいて彼は，
失業問題を克服するために，政府が国債の発行に
よって，住宅・道路・送電線などの大規模な建設事
業に乗り出すことを提案している。ケインズは，自
らが提唱する政策的実験の歴史的意義について次の
ように論じている。

「政治的・経済的進化の次の展開は，民間の創
意と公共の資金のあいだの協力に見出されるだ
ろう。私が思うに，将来の真の社会主義は，個
人的本能と社会的本能のあいだで適切な棲み分
け分野を発見し，この姉妹的な本能のあいだの
実りある協力の条件を発見するための無限に多
種多様な実験から出現するであろう」（ibid., p. 
222：邦訳244-5ページ）。

上記の論文に対する批判に応えて， 2 週間後にケ
インズは，次のような自らの「異説」を表明するこ
とによって，自由放任との訣別を宣言している。「私
は国家を持ち込む。私は自由放任を放棄する。――
熱狂的にそうするのではないし，この古き良き教義
を軽蔑するからそうするのでもない。そうではなく，
われわれが好むと好まざるとにかかわらず，その成
功のための条件が消滅したから，そうするのである」

（Keynes, 1924b, pp. 228-9：邦訳252ページ）11）。
1926年に公刊されたパンフレット『自由放任の終

焉』（Keynes, 1926a）では，もはや自由放任が経済
問題に対処するための原則として適切なものではな
くなったため，政府の「なすべきこと」と「なすべ
からざること」をあらためて区別しなおす必要があ
ると訴えている。さらに，「多くの場合において，
支配と組織の単位の適切な規模は，個人と現代国家
のどこか中間にある」と述べ，国家の枠内における

「半自治的組織体」（semi-autonomous bodies）の成
長に期待を寄せている（ibid., pp. 288-9：邦訳345-6
ページ）。ケインズは，その具体的な事例として，
大学・イングランド銀行・ロンドン港湾委員会・鉄
道会社などを挙げている。これに加えて，大企業が
成長して「所有と経営の分離」が生じる段階にいた
ると，経営者は利潤の最大化よりも企業組織の安定
や名声のほうを重視するようになるので，大企業そ
れ自体の社会化傾向も進行するようになる。ケイン
ズは，「われわれは，この半社会主義の諸形態につ
いて柔軟な考えをもちつづけなくてはならない」と
述べている（ibid., pp. 289-90：邦訳348-7ページ）。

この著作を結ぶにあたって，ケインズは，資本主

義が効率的なシステムであるのか否かという運営技
術上の問題と並んで，経済活動の主要な推進力とし
て個人の金儲け本能に依存することをどう考えるの
かという道徳的な問題が，経済システム改革をめぐ
る論争のゆくえを左右することになるだろうと指摘
する。貨幣動機の果たす役割にかかわる問題につい
て，多くの人はあまりはっきりした考えをもってい
ないようであるが，改革を成功に導くためには，自
分たちの理性と感情とをうまく調和させたうえで，
明確な目的を着実に追求していくことが必要となる
からである。とはいえケインズ自身も，理性と感情
の折り合いをなかなか付けかねているように思われ
る。

「私としては，資本主義は賢明に管理されるか
ぎり，おそらく，経済的目的を達成するうえで，
今までに見られたどのような代替的システムに
もまして効率的なものにすることができるが，
本質的には，幾多の点できわめて好ましくない
ものであると考えている。われわれの問題は，
できるかぎり効率的であって，しかも満足のゆ
く生活様式に関するわれわれの考えに抵触する
ことのないような社会組織をつくり出すことで
ある」（ibid., p. 294：邦訳352ページ）。

さてケインズは，1931年12月13日にフェビアン協
会の一組織である社会主義研究宣伝会で行なった講
演に修正を加えた論文である「現代社会主義のジレ
ンマ」（Keynes, 1932）を，翌1932年の『ポリティ
カル・クウォータリー』誌に発表している。この論
文でケインズは，革命に関するマルクス主義者の考
え方を批判するとともに，それとの違いを明らかに
しながら，社会変革の方法と戦略に関する自らの見
解を示している。

彼の見るところ，マルクス主義者のプログラムと
は，政治権力を獲得するための手段として一時的に
は「経済的に不健全なこと」を行なうが，究極的に
は「経済的に健全なこと」をなそうというものであ
る。すなわちマルクス主義者たちは，現在の体制を
破壊し，それを役に立たないものにすることが政治
権力を獲得するための最善の方法であると信じてい
る。そして自らが権力を獲得し，経済組織の改善を
通じて社会を豊かにしたのちに，正義・平等・美と
いった理想の実現に邁進しようと考えている。しか
し，このような考え方は誤っているとケインズは言
う。新しい体制は，ゆたかな経済資源の基礎のうえ
に構築されなくてはならないので，現在の体制を破
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壊することは，新しい体制の構築を容易にするどこ
ろか，逆にそれを不可能にしてしまいかねない。ケ
インズは，「それゆえ，われわれの主要な任務は，
何が経済的に健全であるかを発見し，それを実行す
ることである」（ibid., p. 38：邦訳46ページ）と結論
している。

3 . 『一般理論』とその後
1936年に刊行された『一般理論』は，「有効需要

の原理」という斬新な考え方を打ち出すことによっ
て持続的失業の発生を説明するとともに，完全雇用
を達成するための国家の政策的介入に理論的な根拠
をあたえた。ケインズは，同書第24章「一般理論の
導く社会哲学に関する結論的覚書」において，その
著作から導き出される社会哲学上の含意について論
じている。なお1932年の草稿では，最終章の章題が

「社会主義」とされていた（Keynes, 1979, p. 50：邦
訳71ページ）。

ケインズは，完全雇用に近い状態を確保するため
の唯一の方法として，「投資のやや広範な社会化」
を提唱している（Keynes, 1936, p. 378：邦訳380ペー
ジ）。それは，生産手段の国有化や社会主義的計画
化を意味するものではない。彼によれば，「国家の
引き受けるべき重要な仕事は生産手段の所有ではな
い。もし国家が生産手段の増加に向けられる総資源
量と，それを所有する人々に対する基本的な報酬率
とを決定することができるなら，それで国家は必要
なことのすべてを果たしたのである」（ibid., p. 378：
邦訳381ページ）12）。

ここでケインズは，個人主義が人類にもたらして
きた大きな恩恵について改めて想起する。個人主義
とは，個人的自由と，生活の多様性の最大の擁護者
である。この多様性こそが，人々の生活にゆたかな
彩りをあたえるとともに，さまざまな創意工夫や実
験を促すことによって社会の発展の強い推進力と
なってきた。完全雇用を確保するために政府機能を
拡大することは，個人主義に対する侵害であるかの
ように見えるかもしれないが，それは逆に，自由や
多様性を保障している現在の経済体制の全面的な崩
壊を防ぐ唯一の方法なのである（ibid., p. 380：邦訳
382-3ページ）。こうしてケインズは，「個人主義的
資本主義」の枠を越え，「管理された資本主義」と
いう新しい道を指し示すことによって，資本主義の
体制的危機を克服しようと試みた。
「消費性向と投資誘因とのあいだの調整をはかる

ための中央統制」（ibid., p. 379：邦訳381ページ）に
よって完全雇用を実現するべきであるが，それと同
時に，個人の創意がはたらく余地を経済システムの
なかに広く残しておかなくてはならないというケイ
ンズの立場は，その後も変わることなく保持される。
そのことを示す一例として，『ニュー・ステイツマン・
アンド・ネーション』誌の1938年 1 月28日号に掲載
されたキングスリー・マーティンとの対談「民主主
義と効率性」（Keynes, 1939）を見ることにしよう。

そこにおいてケインズは，私的資本主義がもはや
経済問題を解決するための手段として役に立たなく
なったことを認めている。「われわれが時代遅れの
経済システムの収縮に悩まされていることに，私は
完全に同意します。現在の状況においては，われわ
れが繁栄と利潤を享受しようとするならば，現在よ
りもはるかに多くの中央計画をわれわれは必要とす
るので，経済システムの改革には，戦争をする場合
にも，戦争を回避する場合と同じくらい多くの至急
の対応が必要となります」（ibid., p. 492：邦訳564-5
ページ）。

そのうえでケインズは，「現状に対する唯一の実
際的な処方箋」として，「私的資本主義と国家社会
主義との独特の合成」を挙げている（ibid., p. 492：
邦訳565ページ）。この場合，私的資本主義から引き
継ぐべき本質的要素とは私有財産制度であるとい
う。「しかし私は，個人的・政治的自由と私有財産権・
私企業とのあいだの深い結びつきを発見して，それ
を説いた17世紀と18世紀の思想家たちには深い英知
があったことをますます確信しています」（ibid., p. 
493：邦訳566ページ）。ケインズは，自らの政治信
条を次のように表明して対談を締めくくっている。

「問題は，われわれが19世紀の自由放任国家か
ら脱却して自由社会主義の時代に移行する用意
があるかどうかということです。私が意味する
自由社会主義とは，われわれが共通の目的のた
めに，また社会的・経済的正義を促進するため
に，組織された社会として行動することができ
るが，他方で個人――彼の選択の自由，彼の信
仰，彼の精神とその表現，彼の企業と彼の財産
――を尊重し，擁護するような体制のことです」

（ibid., p. 500：邦訳574ページ）。
これまでの議論から明らかなように，ケインズが

唱える「自由社会主義」（liberal socialism）とは，
私有財産制度に基礎をおきつつ，完全雇用の実現を
おもな目標として，政府が総投資の水準を適切に管
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理するような体制のことである。自由と効率を犠牲
にすることなく，完全雇用を確保しようとするとこ
ろに，その眼目がある。

Ⅴ.　イギリス経済の転換に向けて

ケインズは，『一般理論』で「投資の社会化」の
構想を提示することによって，すでに衰退の過程に
ある個人主義的資本主義，および個人的自由を奪う
恐れのある国家社会主義のいずれとも異なる新しい
政治・経済体制のあるべき姿を示した。しかしなが
ら『一般理論』においては，投資の国家管理のため
の制度的枠組みがいかなるものかを明確に論じてい
なかった。ケインズは，第二次世界大戦中に進めら
れたイギリスの戦後経済計画をめぐる議論を通じ
て，投資の社会化の構想を具体化するとともに，イ
ギリス経済の将来についての展望をしだいに確立し
ていく13）。

イギリスでは1943年 5 月に，戦時内閣の経済部に
所属していた J. E. ミードが作成した戦後の雇用政
策に関する覚書の最終版が，「復興優先事項に関す
る省庁間委員会」に提出された。しかし，それは大
蔵省内での激しい議論を引き起こし，当時，大蔵省
にいたヒューバート・ヘンダーソンは，戦後イギリ
ス経済の展望に関する悲観的な見方にもとづいた覚
書を著した。ケインズは，ヘンダーソンの見解を批
判して，「完全雇用の長期的問題」と題する 5 月25
日付のコメントを発表した。そのなかでケインズは，
戦後のイギリス経済は次の三つの局面をたどること
になりそうだと論じている（Keynes, 1980, pp. 320-
5：邦訳367-72ページ）。

第一の局面は，「投資誘因は，もし抑制されない
ならば，配給制度その他の統制がない場合の貯蓄の
指示水準よりも大きな投資量をもたらすと思われる
局面」（ibid., p. 321：邦訳368ページ）である。ここ
で「貯蓄の指示水準」とは，人々の社会的慣習や制
度などを考慮したうえで，完全雇用国民所得のもと
で実現すると予想される貯蓄水準のことである。し
たがって，この局面においては，インフレーション
の加速を防ぐために，適切な統制によって投資を抑
制すると同時に，配給制度などによって消費を制限
することが重要な政策的課題となる。この局面は 5
年間くらい続くだろうとケインズは予想している。

これに続く第二の局面は，「緊急に必要な投資は，
自由な状態での貯蓄の指示水準よりももはや大きく

ないが，しかし緊急性は乏しくとも有益な投資を意
図的に奨励・促進させることによって，依然として
投資を貯蓄に調整することができる局面」（ibid., p. 
321：邦訳368ページ）である。この局面では，完全
雇用に対応する貯蓄に対して投資が不足するので，
完全雇用を達成するためには，そのギャップを埋め
る必要がある。

「もし総投資の 3 分の 2 ないしは 4 分の 3 が公
共団体または準公共団体によって実行される
か，あるいは影響を及ぼすことができるならば，
安定した性質をもった長期計画は，より小さな
投資量が公的統制のもとに置かれていた頃より
も，……はるかに狭い範囲にその潜在的変動幅
を縮小することができるであろう」（ibid., p. 
322：邦訳369ページ）。

この長期計画の規模は，国民純所得の7.5％から
20％の間になりそうだとケインズは予測している。
また，この局面は 5 ～10年ほど続くであろうと彼は
言う。この間は，投資機会の減少による民間投資の
停滞を補うかたちで公共投資を増やすことによっ
て，総投資の水準を安定的に保つことが可能となる
だろう14）。

そして第三の局面は，「無駄で不要な事業に着手
することなしには，貯蓄の指示水準にまでもってい
くことができないほど投資需要が飽和状態にある局
面」（ibid., p. 321：邦訳368ページ）である。この「黄
金時代」においては，賢明な消費を奨励して貯蓄を
減らすこと，および余暇の拡大や労働時間の短縮に
よって余剰を吸収することが完全雇用を確保するた
めに必要となる。

このような長期的展望を示したうえで，ケインズ
は，投資の飽和という第二および第三の局面はまだ
遠い先のことであるので，当面は統制によって投資
を抑制することに重点がおかれるべきであると述べ
ている。これに対してミードは，超過需要が生じて
いる第一局面は 2 ～ 3 年しか続かない可能性が高い
ので，公共投資の長期計画をすみやかに策定するべ
きであると指摘した。数度に及ぶ手紙のやり取りの
のち，ケインズはミードの主張に同意した（ibid., 
pp. 326-33：邦訳373-83ページ）。

1943年 7 月に大蔵省のリチャード・ホプキンスを
議長として設置された「戦後雇用に関する運営委員
会」は，半年ほどの議論を経たのち，1944年 1 月に
報告書を発表した。ケインズは，それに対する自ら
の所見をまとめた 2 月14日付の覚書を作成している。

ケインズの社会主義論
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そこにおいて彼は，大規模な長期計画にもとづく
公共投資が国家予算を不安定にする傾向をもつとい
う報告書の示唆は誤っていると主張する。失業を回
避するために公共投資を行なうことは必要である
が，その対価は財政赤字であると運営委員会は考え
ているように思われる。しかしケインズによると，

「真理はまさしくその逆である」（ibid., pp. 366：邦
訳420ページ）。長期計画は，総投資の水準を安定化
させることによって深刻な不況を予防することにつ
ながるだろう。それゆえ，長期計画は国民所得を安
定化させる手段となり，それはまた歳入を安定化さ
せる手段ともなるのである。これを踏まえてケイン
ズは，「ぜひとも，予算の均衡を維持することの重
要性を強調してもらいたい」（ibid., pp. 367：邦訳
421ページ）と運営委員会に向けて呼びかける。た
だし予算の均衡は，長期計画に反対するための口実
として用いられるべきでなく，それに賛成するため
の理由として提唱されるべきなのである，と彼は付
け加えている。

ケインズは，この覚書の最後で自らの政治的信条
を直截簡明に言い表している。「公共の利益に奉仕
し，万人のあいだでの満足の平等を追求していく枠
組みのなかで，個人の自由・創意および（われわれ
が豊富に有している）個性を守るような中道的な経
済生活を発展させることが，この国の役割である」

（ibid., pp. 369：邦訳423ページ, （　）内は原著者の
もの）。

1944年 6 月，ケインズは，ブレトン・ウッズ会議
に出席するためにアメリカに赴く船上で，その年の
3 月に刊行されたF. A. ハイエクの著作『隷属への
道』を読んだ。アメリカ到着後にケインズは，彼に
宛てて自らの感想を書き送っている。

「私見によると，これは堂々たる作品です。わ
れわれ全員は，大いに言うべき必要のあること
を見事に述べておられるあなたに，最大限の感
謝を表すべきだと思います。貴著の中のすべて
の経済的言明を私が受け容れているとはお考え
にならないでしょうが，道徳的および哲学的に，
私は事実上そのすべてに同意いたします。しか
も，単なる同意ではなく，深く感銘を受けた同
意です」（ibid., pp. 385：邦訳441-2ページ）。

自由主義の衰退を憂い，計画化がはらむ陥穽に鋭
い警告を発するとともに，自由な社会を守ることの
必要性を力強く訴えたハイエクの著作を読んで，お
そらくケインズは心からの共感を覚えたのであろ

う。その生涯にわたり個人的自由の大切さを繰り返
し主張しつづけたという点においては，彼自身もま
た，ハイエクと変わるところがないからである。個
人主義の美徳に支えられた自由な社会を守るという
政治的価値観を，間違いなく二人は共有していた。
しかしケインズは，ハイエクの社会哲学が現実の社
会に適用されるならば失敗に終わることになるだろ
うと述べ，彼の主張に異論を差し挟む。

「われわれの欲しているのは，計画をなくすこ
とではないし，計画を減らすことですらない，
われわれはほとんど確実に計画を増やすことを
欲していると，私は言いたいのです。しかし，
計画化はできるだけ多くの人々――指導者と追
随者の双方――が完全にあなたの道徳的立場を
共有している社会でなされるべきです。もしそ
れを実行しようとする人々が，彼ら自身の頭と
心のなかで道徳問題に正しく向き合っているの
であれば，穏健な計画化が安全でありましょう」

（ibid., pp. 387：邦訳443ページ）。
自由と計画という二つの原理がいずれも極端なか

たちで実現することはなく，実際には，その間のど
こかに線を引かなくてはならないことは，ハイエク
も認めている。しかしそれと同時に彼は，社会が計
画化の方向に少しでも動くやいなや，坂道を転げ落
ちるように全体主義へと向かっていくことになるだ
ろうとの懸念を示している。ケインズの見るところ，
ハイエクは，中道の実行可能性をあまりにも過少評
価している。これに対してケインズは，経済計画の
拡張こそが自由な社会を守る唯一の方法であると考
え，自由と計画のあいだの線を大胆に引き直すこと
を唱えたのである。

Ⅵ.　おわりに

20世紀の世界において，資本主義的世界秩序に正
面から闘いを挑み，新しい社会の建設をめざした社
会主義諸国の壮大な実験は，世紀末にソ連が崩壊す
ることによって事実上幕を閉じた。今日，社会主義
を標榜する国家は世界でもごく僅かであり，中国を
はじめとするそれらの国々でも市場経済を積極的に
導入している。中央計画当局は社会における多様な
ニーズを適切に把握したうえで計画を作成すること
ができ，また，その計画を遂行することによって諸
資源の合理的な配分を行なうことができるという中
央集権的な計画経済体制の前提にはそもそも無理が
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あり，社会主義の理想を現実の世界において実現す
ることには多くの困難が存在することが明らかに
なったからである。

しかしそのことは，社会主義の思想がその歴史的
使命を終えたことを意味するものではない。という
のは，ふだん意識されることはほとんどないにせよ，
今日の先進資本主義諸国においても，社会主義の仕
組みや考え方が深く根を下ろしているからである。
産業革命期のイギリスでは，多くの工場労働者が劣
悪な労働条件のもとで絶えず失業の不安に怯えなが
ら働き，児童や女性も低賃金で過酷な労働を強いら
れていた。21世紀の今日，われわれの仕事と生活が
昔に比べて快適で安定したものになっているのは，
各種の社会保障制度や労働立法，税制を通じた所得
再分配など，さまざまな種類の社会主義的な制度や
仕組みを，資本主義経済が少しずつその内部に取り
入れてきたからである。貧困・失業・所得不平等な
ど，資本主義経済が深刻な欠陥をはらんでいる以上，
それらの弊害を緩和するためには，社会主義的な仕
組みによって対処する以外にない。働く者の連帯に
もとづき，理性的な計画と介入によって豊かで平等
な社会の実現をめざす社会主義の思想は，資本主義
の矛盾と欠陥を点検し，それを是正するための対抗
軸として，これからも存在意義を失うことがないだ
ろう。

ハイエク宛の手紙でケインズが述べたように，現
実の世界においては，自由原理も計画原理も純粋な
かたちで実現することはなく，そのためわれわれは，
社会的・経済的状況の変化に対応しつつ，そのとき
どきで自由と計画の適切な組み合わせを探っていく
しかない。ケインズは，イギリス自由主義の伝統を
高く評価し，個人的自由と生活の多様性のもつ価値
を熱心に擁護しながらも，自由放任の資本主義は経
済問題を解決するうえで既に役に立たなくなったと
考え，政府の経済的役割を拡張してゆくことを訴え
た。1938年 2 月23日に彼は，当時，自らが取締役会
長を務めていたナショナル相互生命保険会社の年次
総会で講演を行ない，次のように述べている。

「われわれは，自由なシステムを機能させるこ
とができることを示さなくてはなりません。計
画化とか管理とか言われているものを支持する
ことは，かつて，より単純なシステムのもとで
具現化することのできた自由という道徳原理か
らの離反を意味するものではありません。それ
どころか，経済活動の自由は，われわれがかつ

て理解していた以上に，より深い自由――人身
の自由，思想の自由，および信教の自由――と
いっそう強く結びついていることを我々は学ん
だのです」（Keynes, 1982a, p. 446：邦訳511ペー
ジ）。

個人の自由と創意を守りつつ，完全雇用に近い状
態を確保するための方策として，ケインズが多年に
わたる知的苦闘を経たのちに考案したのが，長期計
画にもとづいて総投資の水準を国家が管理する「投
資の社会化」であった。こうして彼は，自由な社会
を守るためにこそ，計画の拡張が必要なのだと説い
た。自由と計画の両極のあいだには数多くの異なる
立場がありうるし，どこまでが自由主義でどこから
が社会主義なのかという明確な境界線は存在しない
のであるから，ケインズを「自由主義者」と呼ぶの
か，それとも「社会主義者」と呼ぶのかは個々人の
好みの問題にすぎない。ちなみにケインズ自身は，
投資の社会化という政策を「適度に保守的」である
と考えていた（Keynes, 1936, p. 377：邦訳380ペー
ジ）。われわれが取り組むべき課題は，ケインズに
何らかのレッテルを貼り付けることではなく，その
思想の現代的な意義と限界を見定めたうえで，これ
からの資本主義が進むべき方向について考えていく
ことであろう。

規制緩和や民営化を通じて「小さな政府」の実現
をめざす新自由主義の路線が先進資本主義諸国にお
ける経済政策運営の基調をなすに至った1980年代以
降，経済成長は緩慢なものにとどまる一方で，金融
危機の頻発や所得格差の拡大など，資本主義経済の
矛盾や歪みが深刻の度を増していった。しかし2000
年代末の世界金融危機の勃発を契機として，新自由
主義の路線に対する民衆の異議申し立てが世界に広
がるとともに，それを承けて，各国において資本主
義の方向転換がはかられつつある。新自由主義的資
本主義に代わる新しい資本主義の姿がどのようなも
のになるのかは未だ定かでないものの，新自由主義
政策が生み出した諸問題の解決が求められる以上，
これまでよりも政府の果たす役割が大きなものとな
るに違いない。こうした歴史的位相を踏まえ，来た
るべき時代の経済政策の枠組みを提示することが，
ケインズの学問的遺産を受け継ぐ経済学者たちに課
せられた重要課題の一つとなっている。
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注
1 ）R. ルカッチマンによれば，「ケインズは資本主義的

秩序の長所について一貫して懐疑的であり，より平等
で，よりよく調整された準社会主義的な，より気高い
国家へのその転換を加速させようと粘り強く試みた」

（Lekachman, 1985, p. 37）。そして彼はケインズを，「独
立的な急進主義者，独特な社会主義者」であると位置
づけている。A. フィッツギボンズは，ケインズが唯
物論的社会主義には反対していたが，その理想の多く
には共感していたと論じたうえで，「資本主義が最終
的に非マルクス主義的社会主義に取って代わられるこ
とを，ケインズは望んでいた」（Fitzgibbons, 1988, 
pp. 190-1）と結論している。R. オドンネルもまた，ケ
インズは，マルクス主義とは異なる型の社会主義を提
唱していたと主張する。ケインズが信奉していたのは，
自由主義と社会主義の融合を目標とする「自由社会主
義」であり，それは，対立よりも協力，力よりも説得，
革命よりも改良によって特徴づけられるという

（O’Donnell, 1999, p. 164）。ケインズが唱えたとされる
「自由社会主義」については，本稿の第 4 節第 3 項で
考察する。

　　ケインズをある種の社会主義者であると見なす最近
の研究には，Crotty（2019）とFuller（2019）がある。
オドンネルと同じくJ. クロッティも，ケインズの目的
は資本主義を救うことにあったのではなく，当時のイ
ギリス資本主義を「自由社会主義」というある種の民
主主義的社会主義に取って代えることにあったとの見
解を示している（Crotty, 2019, ch. 1）。E. W. フラーは，
ケインズの生涯における幅広い活動について検討を加
えたうえで，マルクスの革命路線と階級分析をケイン
ズが否定していた点に留意し，彼を「反マルクス主義
的社会主義」の提唱者であると見なしている（Fuller, 
2019, p. 1663）。

2 ）平井（2007, 第Ⅱ部）は，ピグー，ロバートソン，ホー
トレー，ケインズを取り上げて，戦間期ケンブリッジ
の指導的な経済学者たちの市場社会観について詳細な
検討を加えている。市場社会をどのように評価し，そ
れをどのように変革するのかに関しては，それぞれ見
解を異にしながらも，彼らは皆，資本主義経済がはら
む欠陥に注目し，その是正をはかることを重視してい
た点においては共通していると，平井は論じている。

3 ）あらゆる形態の社会主義に強い反感を抱いていた父
のネヴィル・ケインズは，息子がフェビアン協会に近
づいていることを知って驚き，1911年 9 月 6 日の日記
に，「メイナードは，自分が社会主義者であると公言し，
財産の没収を支持している」と書きとめている

（Dostaler, 2007, p. 107：邦訳249ページを参照）。
4 ）1920年代以降，イギリスの政治において労働党が台

頭する一方，そのあおりを受けるかたちで自由党の衰
退が進むなか，ケインズは，自由党の急進派と労働党
の穏健派が連携を深めて進歩的な改革を進めてゆくこ
とに期待を寄せていた。1926年に彼は，自由主義の伝

統を称えながらも，両派の関係について次のように述
べている。「この両者の考えは，今のところまだ多少
漠然としているが，両者のあいだには強い共感があり，
同じような思想傾向が見られる。この両派は，時が経
つにしたがってますます，建設的な事業における友人
かつ同僚としての関係を強めることになるだろうと，
私は信じている」（Keynes, 1926b, p. 309：邦訳372ペー
ジ）。

5 ）マルクスの議論を時代遅れであると見ていたものの，
ケインズは，マルクスの著作をまったく読んでいな
かったわけではない。彼は，1935年 1 月 1 日付のバー
ナード・ショウ宛の手紙で次のように書いている。「し
かし私は先週，出版されたばかりのマルクス＝エンゲ
ルス往復書簡集を読み，昔のK. M.〔カール・マルクス〕
にもういちど挑んでみたのですが，大した進歩はあり
ませんでした。私は，二人の中ではエンゲルスのほう
が好みです」（Keynes, 1982b, p. 42：邦訳61ページ, 〔　〕
内は引用者のもの）。

6 ）ケインズとソ連との関係については，Dostaler（2007, 
pp. 94-6：邦訳221-5ページ），Dostaler（2012, pp. 253-
8），Fuller（2019, pp. 1655-8） が 詳 し い。 と く に
Dostaler（2012）は，ソ連に対するケインズの評価の
ほか，ソ連国内におけるケインズ評価の変遷について
も論じており興味ぶかい。本節の記述においても，こ
れらの文献を参照している。

7 ）E. W. フラーによれば，リディア・ロポコヴァは労
働党の支持者であった。1929年総選挙の直後に彼女は，

「自由党員は労働党と一緒になるべきです」と書いて
いる（Fuller, 2019, p. 1656, n. 5）。

8 ）その翌年の1926年 3 月にケインズは，トロツキーの
著作『イギリスはどこへ行く』（1925年）の書評を『ネー
ション・アンド・アシニーアム』誌に発表している。
そのなかで彼は次のように述べて，暴力革命に対する
否定的な見解をあらためて表明している。「トロツキー
の本は，人事の現段階における暴力というものの無益
と知恵のなさについてのわれわれの確信を，いっそう
強くするに違いない。暴力はなにごとをも解決しない
であろう，――それは階級戦においても，国家間の戦
争や宗教戦争におけると同じである。……人間がその
福音を暴力によって押し広げることを何が正当化する
か，という微妙な点について論ずることは必要でない。
というのは，誰も福音を持ってはいないから。次の手
には頭を使うべきで，拳骨はまだ出る幕ではない」

（Keynes, 1926c, p. 67：邦訳87-8ページ）。
9 ）スキデルスキーは，『平和の経済的帰結』をケイン

ズの思想における一つの大きな転換点であると見なし
ている。「それは，自由主義的な制度によって支えら
れた「自動的な」経済的進歩という19世紀の想定から，
戦争がつくり出した逆境に逆らい，刻苦精励して繁栄
を勝ちとらなければならないのだという未来観への，
ケインズの思想の根本的な転換を刻するものである」

（Skidelsky, 1983, p. 400：邦訳653ページ）。
10）ニュー・リベラリズムとは，19世紀末にイギリス自
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由党内で現れた急進的な潮流のことである。その代表
的な論客に，J. A. ホブソンやL. T. ホブハウスらがい
る。古典的自由主義の立場とは異なり，失業や貧困，
所得と富の不平等などの社会問題を解決するために，
国家が積極的に介入することを提唱した。ニュー・リ
ベラリズムの思想とその社会的背景については，
Dostaler（2007, pp. 96-8：邦訳226-30ページ）が簡潔
な説明をあたえている。また古典的自由主義からその
修正をへてニュー・リベラリズムにいたる歴史的展開
について知るためには，八田（2007）が有益である。

　　ただし，ケインズはニュー・リベラル派の外部にと
どまり続けたという見方もある。バックハウスとベイ
トマンは，ニュー・リベラル派とブルームズベリー・
グループのあいだには社会的・文化的・知的に大きな
隔たりがあったことや，社会的公正に対するニュー・
リベラル派の強い関心をケインズが共有していなかっ
た こ と を 指 摘 し て い る（Backhouse and Bateman, 
2006, p. 11）。またスキデルスキーによれば，ケインズ
は，ニュー・リベラリズムを「オックスフォード理想
主義者の混乱の典型的な一例」と見なしていたという

（Skidelsky, 1992, p. 134）。
11）1924年 6 月 8 日にケインズは，『新しい社会主義へ

の序論』（Prolegomena to New Socialism）という題
名をもつ未刊に終わった書物の概要を起草している。
歴史的状況の変化に合わせた新しい類型の社会主義に
ついて，彼の構想のあらましを記したものであるとい
う。オドンネルによれば，世紀転換期の多くの自由主
義者が「新しい自由主義」を求めたのと同じように，
ケインズも，新時代の課題に応えることのできる「新
しい社会主義」を求めたとされる（O’Donnell, 1999, p. 
154を参照）。

12）ケインズが『一般理論』において「投資の社会化」
を提唱するにいたった経緯と，『一般理論』以後のそ
の構想の展開については，鍋島（2001，第 2 章）で詳
しく論じている。また鍋島（2017，第 3 章）では，ケ
インズの政策構想がどのような形で今日のポスト・ケ
インズ派経済学者に継承されているのかについて検討
している。

13）戦後の経済計画に関するケインズの議論について
は，クロッティ（Crotty, 2019, ch. 22）が詳細な検討
を加えている。彼の見解によれば，第二次世界大戦中
の一連の議論においてケインズは，それ以前の時期と
同じように，イギリスの政治・経済の社会主義的な転
換を主張しつづけていた。

14）前節でも述べたように，ケインズは，企業の国有化
を主張していたのではない。たとえば彼は，1927年の
自由党夏期学校において，公的企業と民間企業の区別
の難しい分野が増えていることを指摘したうえで，そ
れらのあいだの境界は，そのときどきの実際上の必要
に応じて絶えず変化していると述べている。そのうえ
で，イギリスの典型的大企業の 3 分の 2 はすでに純粋
な私企業の範疇からは外れていると論じている

（Keynes, 1981, pp. 695-6：邦訳846-7ページ）。
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