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｢われわれはいま次のことを自問すべきです。１９３０年の大不況のときの

ような苦しみをもう一度味わってよいのだろうか？まだ産業国家として若

かった日本経済が３０年代に受けた大きな圧力のようなものを再び許容し

てよいのだろうか？国内安定確保のためには本当に貿易および通貨面で対

外的に不安定になってよいのかどうか？｣（ｐ２） 
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｢私の感じでは、いまアメリカと中国との関係はある程度幅広く、そしてかつ

はっきり改善されつつあると思います。外交政策の遂行に当たって、米国が

いわば中華人民共和国とソビエト連邦とのあいだの緊張を利用するというよ

うなゲームをやらないでほしい、ということを私は切望しています」(ｐ５) 
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 私は、報道関係者のみなさんたちが、いろいろ悩

んでおられるような諸問題における不安定さについ

て、何ら解決をもたらすことのできる人間ではあり

ません。もし、だれかがそれを簡単にできるならば

みなさんも私も失業してしまうでしょう。 
 われわれは確かに不安定な時代に生きていると思

います。しかし、それを必ずしも悪いこととは思い

ません。今世紀に比較してみますと、前世紀にはい

ろいろ確かであると思われたことがありました。い

ろいろな産業国、また産業化しつつある国々は、そ

れなりの安定を信じていました。また、社会主義者

が代替案をつくるなどとは思わない、といった堅固

な考え方が存在していました。支配階級というもの

があり、それが変化することはないのだ、というよ

うな確信もありました。しかし、いまやこうした安

定感（Certainty）はすべて消え去ってしまったわけ
です。 
 そして今日、多くの不安が存在するわけです。し

かし、私は、必ずしもそれらのすべてを残念だと思

う必要はない、と考えます。 
 今日、新聞やテレビで読んだり聞いたりする不安

のうちで、一番中心的な不安は何であろうか。それ

は産業諸国間に存在する大きな不安定な関係です。

この中にはもちろん為替レートの不安定性といった

ことも含まれます。こうした不安定が起こったのは、

諸国間の関係がきわめて予測困難だったからである

と同時に、貿易問題にうまく対応できなかったから

です。 
 この問題を考える前提として、われわれが銘記し

ておかなければならないことがあります。ひとつは

いうまでもないことですが、現在、人類の歴史上み

たこともないほどの巨大な量の貿易が行われており、

全体の基調が不安であるにもかかわらず、それに耐

えて貿易が発展しつづけている、という事実です。 
 第二に、これはより重要なことですが、この一世

紀のあいだ、なかんずく今世紀の初頭、少なくとも

第二次大戦に至るまでの期間において、諸国間の貿

易関係はきわめて安定していた、ということです。

もちろん、通貨の面においてもたいへんな安定があ

ったわけです。 
 世界のいろいろな国々が、それぞれの国において

不安定をあえて許容するという代償を払うことによ

って、こうした安定をかち得ていたのです。ドルや

マルクや円やポンドを守るために、関係諸国の政府

は大規模な失業を容認し、価格の低下やストライキ

等による国内のある程度の混乱すら受容したわけで

す。これらの代償により対外的な安定を確保してき

たのです。 
 たくさんの実例があります。たとえば、１９２５

年にイギリスは国際的な約束を守るため、ポンドを

それ以前の古いパリティの、４．８５に戻したわけ

です。その結果、石炭ストは１年も続きましたし、

また炭坑夫を支援するためのゼネストも行われまし

た。そして英国は長期間、４～５年にもわたって失

業を甘んじて受容したわけです。これが、イギリス

が対外的安定を確保するために支払った代償であり

ました。 
 しかしながらこの３０年のあいだ、多くの産業諸

国はむしろ国内安定を優先させる政策をとりました。

その結果として、対外的な安定を犠牲にしてしまっ

たわけです。こういった態度の変化が今日の対外的

不安定の原因となっています。 
 われわれはいま次のことを自問すべきです。１９

３０年の大不況のときのような苦しみをもう一度味

わってよいのだろうか？まだ産業国家として若かっ

た日本経済が３０年代に受けた大きな圧力のような

ものを再び許容してよいのだろうか？国内安定確保

のためには本当に貿易および通貨面で対外的に不安

定になってよいのかどうか？ 
 今日の国際関係においては実際、われわれが必要

としている以上の不安が存在しています。かつてチ

ャーチルはいったん外へ出たら自国を批判するべき

でないが、国内にいるときは決して批判をやめては

ならない、といいました。しかし、あえて私は、ア

メリカが実はこの不安にたいへん貢献している、と

いうことをここで批判したいと思います。この貢献

は国際関係に大きな危険をもたらすものです。 
 ワシントンにいる多くの同僚であるエコノミスト

たちには悪いのですが、昨年かれらはアメリカ自身

が犯した間違いをドイツ及び日本にも犯すように求

め、それによって安定を確保するように呼びかけた

のです。 
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 今日のように強大な労働組合と大企業、また農業

組織などが存在する状態における、新しい形のイン

フレには従来の経済政策は充分な調節機能を果たせ

ない、と思います。 
 現在では競争的な圧力により価格がつねに上昇し

てしまっています。この形のインフレこそ、今日、

若い世代のエコノミスト、特にアメリカのエコノミ

ストがなかなか対応策を見出せずにいるものです。 
 この新しいインフレに対応するには、成熟した工

業国、なかんずくアメリカの場合は何といっても所

得インフレが物価に与える影響について直接取り組

む以外に対策はありません。 
 これが真実であるにもかかわらず、実際には、ア

メリカでは大企業がこの問題をはっきり受け入れる

ことに難色を示しています。アメリカにはあまりに

も経済学という神話を信じているエコノミストが多

過ぎることが、その原因です。要するにエコノミス

トが多過ぎるのです。 
 しかし、われわれにとって一番よい教師というの

は“状況（Circumstance）の力”であるということ
を強調したいと思います。カーター大統領のエコノ

ミストたちがワシントン入りしたとき、かれらは、

神様というのは“リベラル・デモクラット”である、

という信念を持っていました。 
 念のために申し上げますが、私のいう“リベラル・

デモクラット”とは、日本語での自由民主党とはち

ょっと違う意味であります。（笑） 
 そのエコノミストたちが、いま実際にワシントン

で、賃金および物価に対する直接介入でたいへんな

苦労をしているわけです。 
 何かしなければならないという意識が、アメリカ

では非常に高まっています。なかんずく石油輸入が

どんどんふえている、ということに対しては何らか

の規制をしなければならない、という意識が強まっ

ています。古い同僚であるハーバードのシュレジン

ジャー氏が主張している政策が必ずとり入れられる

だろういと思います。そしてドルは安定化の方向に

向かうでしょう。米国と他の貿易相手国との関係も

より緩和されたものになっていく、と思います。私

は悲観主義者ではありません。 
 こうした教訓が、もしガルブレイス教授が教えて

くれたものだとするなら、私も悲観的にならざるを

えないのですが、幸いこの教訓は別のところからき

ています。それは、きわめて厳しい現実とほかに代

替策がない、という事実が教えているものです。 
 このふたつは、われわれにとってもすばらしい教

師です。いわばこの教師が、われわれに対してもっ

とはっきりとわれわれが満足することができるよう

な方向へ、経済政策を切り換えていくことを強要し

ている、といってよいでしょう。 
 

質 疑 応 答 

 
坂本（ＮＨＫ） 前世紀の終わりから今世紀の初め、

第二次大戦までの間の各国の国内状態と国際状態と

お話になったときに、主な工業国は国内不安を持ち

ながら、対外的なスタビリティーを維持してきたと

いうことでしたが、その場合、第一次大戦の原因は

どういうようにご説明になるのでしょうか？私は、

第一次大戦はむしろいろいろなドメスティック・イ

ンスタビリティー(国内的不安定)の結果がエクスタ
ーナル・インスタビリティー(対外的不安定)になった
のではないかと思うのですが。 
 
ガルブレイス 私も、経済の学説については非常に

頑固な意見をもっているものですが、あなたほどの

はっきりした頑固主義者ではありません。 
 第一次世界大戦は経済的な出来事から起こったと

いうよりは、古いヨーロッパの封建主義的秩序、階

級の崩壊と、それに伴って生じた不安要因から起こ

ったものである、と考えます。そして、ある程度の

原因は、ロイド・ジョージが言ったきわめて賢明な

コメントの中にあります。「無知な者」―実際には、

かれはそういう言葉を使わず、「世界は」を用いまし

た。「世界はその中につまずいてそういう状態になっ

た」といいましたが―そこに原因が存在すると思い

ます。第二次世界大戦はより強くそういった要因か

ら起こったと考えます。 
 イタリア、ドイツ等における民主主義体制があま

りにも弱かったために、国内的に非常に大きな緊張

が生まれ、失業やデフレが生まれ、農村はたいへん

な窮乏状態に押しやられたわけであります。こうし
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た状態は、まだ年若い民主主義的構造にはとても耐

えられないような強い圧力だったわけです。 
 
ジェームスン（ロサンゼルス・タイムス） アメリ

カが日本と西ドイツに対して、自分たちが間違って

やったことをまねしろと強要している、という趣旨

の話がありましたが、それは、国内経済をもっと拡

大せよ、ということを指しているのでしょうか？そ

うだとすれば、ほかに何か手はあるのだろうか？ 
 
ガルブレイス それ以外のやり方があると思います。

たとえば、西ドイツは外国人を自分たちの雇用のう

ち１０％という規模で受け入れています。西ドイツ

や日本の成長率は、アメリカにとって充分受け入れ

られるものです。私は、西ドイツや日本に対して、

アメリカのインフレを楽にするために、それぞれの

国の国内経済を拡大すべきだ、というようなアドバ

イスはいたしません。 
 
清水（サンケイ） 円の対外的なバリューが急速に

高くなっているわけですが、その国内的な、いわゆ

る購買力で比較しますと、円は非常に弱いわけです。

先ほど政府が国内的不安定といったものを避けるた

めに、対外的な混乱を許容した、という説明があっ

たわけですが、日本の場合はどうなのでしょうか？ 
 
ガルブレイス 前提の理解が多少違うようです。そ

れはともかく現に円の対外的価値が非常に高まって

きています。そして、この円高は二つのことからき

ている、と私は考えています。 
 第一には、日本の国際収支、特に石油に関する限

り情勢はたいへんよくおさまってきている、と思い

ます。アメリカの場合、石油に関しての国際収支問

題が解決していません。石油輸入のための支出が、

日本の場合は国際収支上問題がなく、アメリカの場

合は依然として問題だ、ということです。 
 もうひとつの問題は、アメリカの物価水準が依然

としてどうにも手がつけられないほど、非常に高い

ペースで上がりつつある、ということです。そのた

め、日本からの輸出品にとってアメリカがだんだん

に魅力的なものになってきた、という事情があるわ

けです。 
 これに対する対策としては、私が前々からいって

いるように、アメリカは石油の輸入を抑えるより仕

方がないということです。それによってはじめて国

内的な物価の安定ができるということになるわけで

す。円の対外的な力、円の持っている力というもの

は、いわばこうした情勢を鏡として反映してきたも

のにすぎない、と思います。 
 
今（個人） ちょっと情緒的な質問なのですが、日

本に来て、日本が不況だと思いますか？それともた

いへん好況だと思うか？ 
 
ガルブレイス たとえほんのちょっと東京に立ち寄

った私のようなビジターであっても、日本が深刻な

不況にあるとは信じがたい。 
 今日の若い世代、つまり、われわれより若い年代、

そしてわれわれより幸運な世代の人たちは、とかく

クライシス（危機）という言葉を誤用する傾向があ

ると思います。確かに今日、いろいろ大きな問題が

ありますが、それは決してかつて１９３０年の大不

況の時に世界が直面したような深刻なものではあり

ません。 
 当時、１９３３年には、アメリカの労働人口の２

５％が失業しておりました。７０００から８０００

の銀行が倒産し、何十万という小企業が倒産しまし

た。電力等の公益事業や鉄道等もたいへんな困難を

こうむりましたし、農民の資産よりはその借金のほ

うがはるかに多かったわけです。そのとき日本でも、

アメリカほどではなかったわけですが、やはり不況

は存在していたわけです。しかし、西ドイツはアメ

リカとほぼ同じ程度に具合が悪かったわけです。イ

ギリスも相当悪かったのですが、かれらはそれ以前

からあまりにも長く不況を経験していたので、すっ

かり慣れっ子になっており、それほどひどさを感じ

なかったのだと思います。 
 いずれにしても今日の世界が直面している不安は、

あの１９３０年の大不況の規模、程度と比べますと、

問題になりません。 
 
山崎（ＮＨＫ） ガルブレイス夫人が近く中国へい
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らっしゃる、という話ですが、博士自身が中国へい

らっしゃる予定は？また、現在の中国をどのように

評価しているか？関連して将来の米中関係はどうい

う方向に進むと考えるか？ 
 
ガルブレイス いますぐ中国を訪問する計画は持っ

ておりません。５，６年前のことですが、私の前任

者としてアメリカ経済学協会の会長をつとめた他の

二人とともに、中国から招待を受けました。“中国経

済の旅”―同僚はそういうふうに呼んでおりました

―は私にとって学ぶことの多いものでした。 
 私自身はいままで長いこと、２つの巨大な共産国

家との間により緩和された関係があるべきである、

ということを主唱してまいりました。事実、ジョー

ジ・ケナン、ドナルド・ケンドール両氏とともに、

私は東西関係緩和のための委員会に籍を置いていま

す。この委員会はソ連と中国との間の貿易関係を発

展させ、もっと両国を関係させようという運動を推

進しています。また、ＳＡＬＴⅡの推進も支持して

います。 
 私の感じでは、いまアメリカと中国との関係はあ

る程度幅広く、そしてかつはっきり改善されつつあ

ると思います。外交政策の遂行に当たって、米国が

いわば中華人民共和国とソビエト連邦とのあいだの

緊張を利用するというようなゲームをやらないでほ

しい、ということを私は切望しています。外交上の

ゲーム・プレイングは避けるべきです。 
 ついでにソ連について一言触れたいと思いますが、

みなさんすでにご承知のように、経済体制というも

のは、その違いがだんだん少なくなってきて収斂し

つつある、という考えを私は前から述べています。

およそ大規模な組織というものは、たとえば鉄鋼を

つくるための組織は、アメリカにおいても似たよう

なものになりますし、同様に大規模な自動車工場な

ら、ソ連でつくってもイタリアでつくってもまた似

たようなものになります。このように大規模な産業

活動はみな似たような形をとってくる、と私は考え

ております。 
 そして、このような大規模な組織はその国の文化

というものに、たとえば国や人やその地域社会に対

して判こを押すものです。これはいわばイデオロギ

ーの線を越えて、はっきりした共通の形に向かって

いく傾向があると思います。イデオロギーの差は、

何か衝突や対立を好むような一部の人たちとか、人

生を簡単なフォーミュラーでこっちかあっちかとい

うふうに分けたがる人たちの間にのみ残されていく

のではないか、と思います。 
 こういった点については、私の「新産業国家」の

中でも触れていますが、この本がソ連でも出版され

たということを私は本当に嬉しく思っております。

また、この「新産業国家」で述べた私の論議が、ア

メリカでもソ連でもイデオローグ的な人たちによっ

て強く批判されたということを、私は嬉しく思って

います。 
 ちょっと個人的な逸話を申し上げれば、ソ連のあ

る編集者が―ということだけにとどめて名前を申し

上げないほうがいいと思いますが―私の本の書評を

ごっそり抱えてケンブリッジへ訪ねてきてくれたこ

とがあります。彼は、私が述べた“官僚組織の収斂”

ということに対しての論評をたくさん持ってきてく

れたのです。よく著者というものは自分の本の書評

を読まない、などといわれますが、私はちゃんと読

んでおります。 
 大量の書評をソ連の編集者に読んでもらったわけ

です。「プラウダ」、「イズベスチア」には私の本に対

するたいへん批判的な鋭い調子の評がありました。

私はロシア語がわかりませんので、大体の見当をつ

けたいと思い、彼に「内容を教えてくれないか」と

いったところ、「こんな書評は気にすることはない。

こんなことを書くヤツはまったくイデオロギー的な、

バカな奴で、何も学んだことがないし、したがって

何も忘れたことのない人が書いたのだから、気にす

るな」といってくれたことがあります。 
 
田端（ジャパン・タイムズ） 教授はその著作で、

一貫して世界的な軍縮の必要性をかなりのスペース

をさいて議論していると思います。それに関連して、

カーター政権の軍縮政策についてのコメントをいた

だきたい。こう質問をしますのは、ＳＡＬＴⅡが現

在最終段階に近づいています。新たなＳＡＬＴとい

うものも、当然論理的に考えられるわけです。また

日本では、たまたま戦時の有事立法というような議
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論がでていますので。 
 
ガルブレイス 私は、カーター大統領の軍縮政策に

はたいへん敬意を払っています。サイラス・バンス

国務長官、ポール・ウォンキ氏等の努力にも敬意を

抱いています。 
 基本的な問題として、ＢⅠ爆撃機の生産を中止し

たとか、中性子爆弾の開発をやめたとか、巨大な原

子力空母レヴィアサンの建設をやめるといったよう

なことについて、私は拍手を送りたいと思います。 
 長い間たいへんな努力をしてつらい仕事を続け、

ようやくＳＡＬＴⅡの合意にまでたどり着こうとし

ていることにも拍手を送りたいと思います。 
 けさ「ジャパン・タイムズ」でチャーチ上院議員

のＳＡＬＴⅡについて重要な発表を読み、たいへん

な感銘を受けました。 
 つねにこういったやり方は、ひとつの進歩、前進

であり、これを批判することはむずかしい、と思っ

ています。 
 しかし、まだ米国が相当大規模に武器を輸出して

いる、ということについては不満を持っています。

このような武器輸出はぜひ削減してもらいたいもの

だと思います。日本を含めどんな国にとりましても、

武器をたくさん持ったからといって、決して将来の

安全が保障されるものではない、ということを是非

申し上げたいと思います。 
 ＢＢＣで、私がこの前やりました連続番組の最終

版は「グレート・トーク・イン」と呼ばれたもので

す。ヴァーモント州の南にある私の家で撮影された

ものです。世界の数多くの指導者が一堂に集まって、

週末討議をしたわけです。たとえば、イギリスの労

働組合の最高指導者であるジャック・ジョーンズ氏

とか、ヒース前首相、同じく英国の閣僚であるシャ

ーリー・ウイリアムス氏、「ワシントン・ポスト」の

キャスリン・グレアム女史、カナダの科学者サリエ

ール、ラルフ・ダーレンドルフ氏のほか、キッシン

ジャー前国務長官や、ブレジネフ書記長のアメリカ

担当補佐官であるアルバトフ氏、そしてタイの前首

相ククリ・ポマージ氏等が参加いたしました。 
 この週末の会議で、キッシンジャー氏とアルバト

フ氏が核兵器の規制、すなわち核を中心とする兵器

の拡散について議論をしました。私は議長をやって

いたわけではありませんが、ともかくホスト役であ

りました。私はともかく彼らが小国を見下したよう

な傾向の話をしている、ということに気がつきまし

た。いわば｢こうした核兵器は、大国が持っているか

ぎり安全であり、小国はそんなものは持っていない

ほうがいいのだ｣という調子だったのです。そこで私

は話しに介入せざるを得なくなったわけです。 
 まだ核を持っていない、拡散の及んでいない小さ

な国々の人たちの意見も聞こうじゃないか、という

ことを私は提案しました。そしてタイの前首相ポマ

ージ氏―かれはアジアというよりは世界でも有数の

インテリの１人でありますが―にコメントを求めた

ところ、拡散についてたいへん役に立つコメントを

してくれたわけです。彼はいろいろな意見を述べま

したが最後に、とても心配そうな表情を顔に浮かべ

て、「われわれタイ人はまだ核爆弾を持っていない。

われわれが持たないわけは、非常にタイ人はそそっ

かしい人種なので、持っているとことによるとポロ

ンと指のあいだから落とすかもしれない。それを心

配しているからだ」ということを述べたわけです。 
（文責・編集部）

 

 


