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１．はじめに
　シュムペーターの「諸帝国主義の社会学」を所
収する『帝国主義と社会階級』(1) の編者スウィー
ジーは、その「編者序説」で、シュムペーターが
この論文を「かれの科学的な重要著作の一つとみ
ていた」(p.3) (2) と述べている。しかるに他方で
は、シュムペーターが「諸帝国主義の社会学」に
おける「考え方を変えたということについては…
はっきりした証拠がある」(p.11)とも述べている。
　この二つの記述には、一見したところ、矛盾が
あるように思われる。「考え方を変え」ざるをえ
なかった著作が、なぜ「科学的な重要著作」とし
て扱われるのかである。
　これを考える場合、一方では、「科学的な重要
著作」としての「諸帝国主義の社会学」と「考え
方を変えた」「諸帝国主義の社会学」とは、各々、
どのような側面・観点から把捉された結果から述
べられているものなのか、その側面・観点は同一
のものなのか否か、そして、それらは矛盾する関
係にあるのかどうか、等を明らかにせねばならな
いだろう。
　他方では、シュムペーターはなぜ「考え方を変
え」ざるをえなかったのか、の理由が解明されね
ばならないだろう。すなわち、「諸帝国主義の社
会学」の内容はなにに抵触もしくは矛盾するよう
になったのか、が問題にされなければならないだ
ろう。
　また、全面的に「考え方を変えた」のであれば
変更前の著作がシュムペーター自身によって「科
学的な重要著作」と評価され続けられる理由はな
くなるはずだから、構成要素・要因のうち、「考え
方を変え」ざるをえなくなった要素・要因はなに
であり、依然として「科学的な重要著作」と評価
されうる要素・要因はなにであるのか、の区別を

明らかにせねばならないだろう。
　本稿の目的は、これらの問題のうち後者の、
シュムペーターはなぜ「考え方を変え」ざるをえ
なかったのか、について検討することである。

２．問題の敷衍
(1)シュムペーター体系
　スウィージーは、「編者序説」で、『理論経済学
の本質と主要内容』（1908年）(3) 、『経済発展の理
論』（1912年）(4) 、「諸帝国主義の社会学」（1919
年）(5) 、「人種的に同質である環境内の社会諸階
級」（1927年）(6) 、『景気循環論』（1939年）(7) 、
それに『資本主義・社会主義・民主主義』（1942
年）(8) の４著書２論文を、シュムペーター自身が
「かれの科学的な重要著作」として考えていたこ
とを紹介し、併せて、これらの著作が骨格をな
す、「より広い「シュンペーター体系」」(p.7) が
作りあげられることを示唆している。
　体系を構成する主要な要素としての上記６著作
だけをとっても、その各々が対象も論理次元も方
法も異なっていることがわかる。しかし、「体系」
といういじょう、その全体としての目的と全体を
貫く方法があるはずであり、シュムペーターの場
合、その目的は、『景気循環論』の副題の「資本
主義的過程の理論的・歴史的および統計的分析」
であり、『資本主義・社会主義・民主主義』で展
開された資本主義の社会主義への体制移行の問題
であったといえよう。
　シュムペーター研究においては、この全体系が
どのような論理で貫かれているかを明らかにする
とともに、このような体系の中で、「諸帝国主義
の社会学」はどのような位置を占め、それ以前・
以後の著作＝研究とどのように関連しているかを
明らかにする必要がある。この問題は、「はじめ
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に」で述べた１番目の論点にかかわる。
　スウィージーが提起した「シュンペーター体
系」の問題については、わが国の大野忠男著
『シュムペーター体系研究』(9) がその研究の頂点に
位置しているといえるし、塩野谷a一著『シュン
ペーター的思考』(10)がその方法論的な研究の最先
端にあるといえるが、「諸帝国主義の社会学」に限
定した場合には、多くの研究があるものの(11)、な
お斧鉞を加える余地があるように思われる。
　さらに問題を敷衍してみたい。

(2)「諸帝国主義の社会学」の執筆理由
　スウィージーは、「諸帝国主義の社会学」が書
かれた理由を、前記同所で、次のように述べてい
る。
　シュムペーターが、その科学者としての生涯を
通じて、もっとも関心をもったものは、その主著
といえる『景気循環論』の副題が示す「資本主義
的過程の理論的・歴史的および統計的分析」であ
る。その分析の核心であり、かれの考え方の基本
は『経済発展の理論』で展開された。しかし、資
本主義の現実には、その理論で説明できないもの
が沢山ある。そのうち、帝国主義と戦争の現象は
基本的な重要性をもっているが、シュムペーター
の経済発展の理論は帝国主義や戦争を説明しない
だけではない。むしろ、資本主義の発展につれ
て、帝国主義や戦争の現象は衰退すると教えてい
る。「してみると、このような理論と現実との矛
盾が解消されないかぎり、シュンペーターの全体
系は、たとえ大目にみてもわれわれの納得を得ら
れないものであることは明らかである。帝国主義
についての論文の中心点は、まさにこの矛盾を解
かんとするものにほかならない。そしてこの意味
においてそれは、かれの全学問体系の中で基本的
な役割を果たしている。」(p.8)
　これが、スウィージーによる、「諸帝国主義の
社会学」執筆の理由である。

(3)「諸帝国主義の社会学」の目的と方法
　スウィージーは、「諸帝国主義の社会学」の目
的について、やはり同所で、次のように述べてい
る。
　シュムペーターの帝国主義への関心は、最初、
学生時代から知っていたオットー・バウエルとヒ

ルファディングの新マルクス主義理論によってひ
きおこされたらしいが、深く研究するにいたる実
際上の刺戟は、疑いもなく戦争そのものによって
与えられた。だから、この論文の目的は、バウエ
ル＝ヒルファディングの理論を批判し、それに代
わる理論的なわくをこしらえて、戦争とそれに先
立つ事件とを適切に説明しうるようにすることの
二つである。(p.5)
　これにたいし、シュムペーター自身は次のよう
に書いている。
　帝国主義の「この現象は究極的には「経済史
観」的に説明することができると思われる。…帝
国主義的諸現象を、それの存在する当該時代の経

A A

済的階級利益によって起されたものとして、説明
しようとする企ても可能であろう。これこそはま
さに、ネオ・マルキシズムの立場にほかならない。
…しかし、ここでとりあえず強調しておきたいの
は、この理論が、経済史観から論理的、必然的に
推論されるものではない、という点である。この
理論を否定しても経済史観に矛盾することにはな
らない、いな、経済史観の前提からさえ背離する
ことにはならない。この点を取扱うことが、時代
精神(Zeitgeist) の社会学にかんする本研究の目
的である。」(p.31，傍点はシュムペーター)
　これらから、シュムペーターの「目的」が、ス
ウィージーの言うように、バウエル＝ヒルファ
ディングの理論を批判し、それに代わる理論的な
枠をこしらえて、戦争とそれに先立つ事件とを適
切に説明しうるようにすることである、というこ
とを確認できるが(12)、加えて、シュムペーター
が、帝国主義の諸現象は「究極的には「経済史観」
的に説明することができる」ものの、「経済史観
から論理的、必然的に推論されるものではない」
と主張していることをも確認しなければならな
い。すなわち、ネオ・マルキシズムの論者のよう
に「帝国主義を、資本主義発展の或る特定段階に
おける資本家上層階級の諸利益を反映するにすぎ
ぬものだ」(p.31)とは考えず、「生活一般の型を左
右する経済構造的諸作用と、他方では生産諸関係
と、この両者にもとづいて帝国主義的諸傾向を説
明することは、可能であろう」(p.31)が、その場
合には、「一定の時代に一般的に支配している政
治思想及び政治感情は、その時代の生産情勢の単
なる「反映」ないしは対応物では決してない、と
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いうこと」(p.31)が「銘記」(p.31)されなければな
らない、との主張である。
　シュムペーターは、つまり、経済構造と帝国主
義的諸現象を媒介するものの存在を主張したので
あり、その媒介物を「時代精神」に求めたのであ
る。この「時代精神」の諸規定を加えるか否かが、
ネオ・マルキシズム理論との相違であり、シュム
ペーターによるネオ・マルキシズム批判の核心と
いえる。そして、シュムペーターは、その「時代
精神」の解明と規定は「社会学」的になされねば
ならないと考えたのである。(13)

(4)本稿の目的
　「諸帝国主義の社会学」の執筆動機およびその
目的と方法を確認したが、これらからは「はじめ
に」の２番目の論点である、シュムペーターはな
ぜ「考え方を変え」ざるをえなかったのか、につ
いての問題が具体化する。すなわち、「時代精神」
の考え方を導入した「諸帝国主義の社会学」は、
20世紀初頭の帝国主義の諸現象と戦争の問題を
説明しえたのか否か、という問題である。
　結論を先取りすることにもなるが、１番目の論
点である「科学的な重要著作」として扱われる理
由は、シュムペーターの体系に占める「諸帝国主
義の社会学」で示された「時代精神」論の位置と
意味の重要性にある、と考えられる。(14)これに対
して、ここで問題になっている、「考え方を変え」
ざるをえなかった決定的理由は、第１次世界大戦
後に現われた「ファシズム」(15)やナチズムのよう
な、「隔世遺伝」(p.115) の「時代精神」論では説
明しえない現実の惹起にあるだろう。(16)

　このことからは、先に書いた本稿の目的であ
る、〝シュムペーターはなぜ「考え方を変え」ざ
るをえなかったのか〟を〝シュムペーターはなぜ
「考え方を変え」ざるをえなくなるような誤りを
したのか、そして、それはどのような誤りであっ
たのか〟に書き改めねばならないし、その誤りが
生じた原因を究明せねばならないだろう。この原
因究明が本稿の目的である。

３．この帝国主義論の規定の特徴
　この帝国主義論の、一見してわかる特徴を２つ
だけあげてみたい。

(1)規定の狭小性・純粋性
　その第１は、使用されている概念や定義の幅が
非常に狭く、かつ、規定目的を達成するのに必要
な要素のみで構成されているということである。
すなわち、概念や定義がきわめて〝純粋〟なもの
として作成されている点である。(17)

　〝帝国主義〟と〝資本主義〟を例にとってみ
る。
　シュムペーターは、帝国主義を、「戦争や征服
を求める無合理的な非合理的な純粋に本能的な性
向」(p.114) をもつ「武士民族」(p.60)の活動から
発生しているという理由から、武力をもちいた
「国家の際限なく拡張を強行しようとする無目的
的な素質」（p.30）と定義している。
　したがって、シュムペーターによれば、近代の
イギリスはこの定義に合致しないから、本来の帝
国主義ではなく、「標語としての帝国主義」(p.33)
であり、非帝国主義の、否、「反帝国主義」
(p.43,p.49) の国家として規定される。また、古
代においても、「アレキサンダー大王の帝国主義」
(p.93)は「一種の個人的帝国主義」(p.94)であり、
「ローマの帝国主義」(p.94)は「自己保存だけを目
的とした」(p.94)帝国主義であって、「われわれの
定義の帝国主義には属さない」(p.94)とされる。(18)

　資本主義の場合は次のようである。「資本主義
経済――一般に交換経済――」(p.128) は完全
「競争的資本主義」(p.118) の経済であり、「経済
的合理主義」(p.119) が貫徹し、「自由貿易が支配
している」(p.129) 経済である。そこでは、「取引
は自由――「地獄の底の底までも自由」」(p.149)
が保証されている。また、「純粋に資本主義的な社
会」(p.121) は、「「純粋」に資本主義的な生活様
式」(p.155) の社会である。そこで想定されてい
る人間は合理的行動とる人間である。この「経済
的合理主義」を中核にもつ〝合理主義〟は、帝国
主義を含めて「純粋に本能的なものは何でも」
(p.119～120)「衰滅」(p.120) させるのであり、
「現代文化の根本的特徴を説明する」(p.119) ほど
の重要性を有しているものである。
　そして、このように非常に幅の狭い概念や定義
を使用することは、規定対象となっている概念は
明確にはなるものの、その裏返しとして、通常な
らば包含され、あるいは規定されたであろう諸要
因を捨象する結果を招いている。「資本主義経済」
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は「一般に交換経済」ですむものであろうか。

(2)帝国主義の三段論法的規定
　特徴の第２は、このように狭いが、しかし、と
にもかくにも明確な概念が使用されて、「言葉の
あいまいさによって困惑させられる」(19)概念の帝
国主義もが明快に規定されていることである。
　資本主義の下の帝国主義についてのシュムペー
ターの論理展開をもっとも簡単に規定するなら
ば、次のような三段論法が成立するであろう。
　帝国主義は、「戦争や征服を求める無合理的な
非合理的な純粋に本能的な性向」 をもつ「武士民
族」の活動から発生する、「国家の際限なく拡張
を強行しようとする無目的的な素質」と定義され
るものである。純粋な資本主義は、「経済的合理
主義」を中核にもつ〝合理主義〟によって貫かれ
る経済社会であり、「腕力闘争を必要としていた
原始時代の事情の結果生じたこの帝国主義的本
能」(p.120) をも含む、「純粋に本能的なものは何
でも」「衰滅」させるものである。したがって、資
本主義は帝国主義ではなく、帝国主義を衰滅させ
はしても、それを生み出しはしないから、資本主
義の下に存在している帝国主義の諸現象は、資本
主義以前の時代の帝国主義から持ち込まれたと考
える以外にはないし、その帝国主義は衰滅してい
くであろう。(20)

　このような明快な三段論法が成立する前提に
は、特徴の第１の存在がある。

(3)〝純粋〟概念を用いる理由
　シュムペーターは、このような幅の狭い概念や
定義を、なぜ使用するのであろうか。
　こうした概念や定義の使い方は、シュムペー
ターの初期の著作から見られる。『理論経済学の
本質と主要内容』の「序文」を参照してみたい。
　シュムペーターは、次のように書いている。

A A

　「われわれは真摯に、各々の理論を理解するこ
とに努めよう。それはとりわけ、理論の諸前提を
定式化することによって果される…。それがなさ
れるならば、大抵の場合、事態は論理的には異論
の余地のないことが明らかになり、激しい論争の
多くはおのずから解消するであろう。克服をでは

A A A A

なく理解を、批判をではなく習得を、単なる是認
A A

もしくは否認をではなく、分析と各命題における

正しいものの抽出とを、われわれは望むものであ
る。」(21)「私はまた――精密な思考過程においては
――「原因」および「結果」という概念をできる
限り回避して、より完全な関数概念によって置き
換えることに触れておきたい。それがいかに重要
であり、いかに推論の明確さ、純粋さに寄与する
かはここでは検討することができない。しかし、
たとえそのため、叙述が無味乾燥になり、生彩を
失うことがあろうとも、より峻厳な正確さを期す
ることは、まさに精密経済学にとって重要であ
り、また大体において、すでにその基礎の明確さ
と、具体的諸問題の解決における確実さとに到
達している諸科学に対してよりも、遥かに重要
であると私は思う。」(22)

　『理論経済学の本質と主要内容』と「諸帝国主
義の社会学」とでは、対象も論理の抽象水準も異
なっており、安易に同列に並べて論じることはで
きないが、シュムペーターの場合、上記のような
方法は初期の著作から採用されていたのであり、
また、資本主義の下での帝国主義という事態で
あっても、それを規定する場合には、そして、そ
れに論理的に異論の入りこむ余地のないものにす
るためには、理論の諸前提を可能なかぎり定式化
すること、また、推論の明確さ、純粋さを確保す
るためには、因果関係の概念を可能なかぎり回避
して、より完全な関数概念に置き換えることが重
要であるという考え方が、「諸帝国主義の社会学」
執筆時点でも採用されていた、と理解できるので
ある。
　このように考えられるならば、「諸帝国主義の
社会学」で見たような幅の狭い概念や定義が使用
されている理由も一応は了解できるのである。
　対象や論理の抽象水準が異なっている場合で
も、同じように処理できるか否かは疑問といわざ
るをえないが、ここでは、シュムペーターが狭小
かつ純粋な概念や定義を使用して、〝資本主義〟
や〝帝国主義〟を明快に規定している事実を確認
しておくにとどめよう。

４．「資本主義の下での帝国主義」の規定
　この「諸帝国主義の社会学」には問題点がいく
つかあると考えられる。その問題点を明確にする
ために、それに先立って、シュムペーターが行っ
た〝純粋〟概念をもちいた「資本主義の下での帝
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国主義」の規定を見ておきたい。

(1)経済的合理主義の貫徹
　資本主義は、まず、社会学的にその性格が規定
されている。
　君主国家が栄えていた産業革命以前の時代にも
資本主義は存在していたが、それは非常に小さな
存在でしかなかった。
　産業革命をとおして、「基礎的な経済的諸要因
の変化」(p.117) が生じ、「商品生産のための客観
的条件」(p.117) 、すなわち、「だれかれときまっ
た顧客を相手としてでなしに市場を相手として、
もっぱら最大の金銭的利潤を目的として行われる
ところの大規模産業」(p.117) がつくられた。
　そこには、「この商品生産を資本主義的企業の
形に組織することをもって、みずからの本務とし
た」(p.117) 「経済的な立場を主とした指導層」
(p.117) があらわれ、「成功的な企業が多数発生」
(p.117) した。「これらの企業は行動の自由を求
めて戦い、そしてそれを戦いとったし、また国の
政策を動かして自分たちの利益にかなうようにさ
せた」(p.117) のである。
　この資本主義の発展過程で、「産業的・金融的
指導者、すなわちブルジョアジー」(p.117) や
「労働者階級」(p.117) ＝「典型的な近代的労働
者」(p.118) があらわれた。労働者階級の中から
「知識階級が発達し」(p.118) 、最後に「金利生活
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者、すなわち産業的貸付資本の受益者たち」
(p.118，傍点はシュムペーター) ができた。「こ
れらすべての型の階級は資本主義的生産様式に
よって形成されたものであり、まさにその故に、
その他の型の階級をも――農民をさえ――自分た
ちに適合させる傾向をもつ。」(p.118)
　「かれらは古い世界から引き離されて、自分た
ちのための新しい世界――分化され機械化された
世界――を建設する仕事と取組んだのであった。
だからかれらは、いやおうなしに民主化され、個
人主義化され、合理化された。…これらのひとび
とは、経済的合理主義に慣らされるようになった
ため、生活のあらゆる分野を合理化し、かれら自
身についても、社会構造・国家ないしは支配階級
についても、すべてのことについて疑問をいだく
ようになった。」(p.119) この合理化「過程は近代
の経済的諸形態に適合した社会的・心理的雰囲気

を造りだす」(p.120) のである。
　資本主義の「競争制度の下では、どのような経
済的地位のひとでも、その全精力を経済活動に傾
けざるをえない。いつも何か仕事をし、注意を怠
らず、精力を集中しているのでなければ、競争制
度の下では生きながらえることはできない」
(p.120) から、「純粋に資本主義的な社会におい
ては、これまで戦争のためにささげられていた精
力が、そのままあらゆる種類の労働のためにささ
げられるようになる。」(p.121)
　このような引用文から、シュムペーターの資本
主義についての社会学的な基本把握は、資本主義
は「経済的合理主義」に貫かれた社会である、と
いう命題にまとめられ示される、といえよう。

(2)自由競争の資本主義
　上記のような資本主義の性格の社会学的把握に
たいし、資本主義は経済制度としてはどのように
把握されているだろうか。把握は、「経済的合理
主義」に貫かれた資本主義社会の前提にたって行
われている、ということを先に確認しておきた
い。
　資本主義経済は「一般に交換経済」(p.128) と
規定できる経済であり、自由貿易が国際的に定着
した経済である。「ここで自由貿易というのは、
単に関税の障壁がないというだけの意味のもので
はなく、それよりも広汎な自由を内包する。純粋
な形の自由貿易の下では、どの国も外国の原料や
食糧を、あたかもそれが自国の領土内にあるのと
同じように、たやすく入手できる」(p.129) し、
また、「自由貿易制度の下では、一国民と他国民
とのあいだにおいても、また一国の或る階級と他
国の同一階級とのあいだにおいても、経済的利害
関係の対立は存在しえない」(p.130) のである。
　したがって、「自由貿易下の国際通商から生ず
る利益の本質は非常にはっきりしているのだ。そ
の利益とは、国際的分業により商品供給量を拡大
しうるという点にあるのであって、輸出産業や運
輸業の利潤や労賃が問題なのではない」(p.130)
(23)のであり、「自由貿易が支配しているところで
は、どの階級も武力的領土拡張そのものには関心
を持たない」(p.129) のである。
　以上のように描かれた資本主義経済にみられる
特徴を考えてみたい。
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　この資本主義における経済は、「取引は自由
――「地獄の底の底までも自由」――でなければ
ならない」(p.149) 経済であり、当事者同士が納
得できる交換が行われるとの想定がなされている
経済といえる。これを、ミクロ経済学の用語を
もっていうならば、交換当事者双方の〝効用〟が
最大になる交換が想定されている経済、といえる
であろう。
　また、この場合、〝国境〟といった概念は実質
的に存在しておらず、経済政策の主体としての〝
国家〟も登場しえない。自由貿易に一切を委ねれ
ばよいからである。そして、〝国家〟の概念を想
定しえないのなら、その結果として、「国家の際
限なく拡張を強行しようとする無目的的な素質」
と定義される「帝国主義」が想定されえない関係
になることは明らかである。すなわち、資本主義
は非帝国主義であるとの結論が出てこざるをえな
い関係として、規定されているのである。
　こうした「交換経済」としての資本主義経済の
規定にたいし、生産についての叙述は乏しい。
シュムペーターは、わずかに、「自由競争の下に
おいては、この技術上・経済上可能なだけの産出
量が生産され供給されるはずだ」(p.134) と述べ、
また、別の箇所で、「個々の工場は、一定の場所
では、それが一定の大いさに達すると、もはやそ
れ以上の拡大はできないというような限界につき
あたる。そして、自由取引制と両立するような企
業結合の拡大は、どのばあいでも、それが或る大
いさに達すると、組織能力の上での限界に直面す
る。こうした限界以上に企業結合を推進させる
ような内在的諸傾向は、自由競争制の下では存在
しない」(p.146) と述べるにとどまっている。
　このような叙述からは、シュムペーターの資本
制生産についての認識は、やはりミクロ経済学の
用語を使用するならば、〝極大原理（限界原理）〟
に基づいているといえよう。
　すなわち、シュムペーターが想定している資本
主義経済は「経済的合理主義」に貫かれた経済で
あり、ミクロ経済学のテキストで叙述されるよう
な「純粋」な経済であって、それらの規定関係か
らしても「帝国主義」を説明しうるものではな
い、といえよう。

(3)現実の資本主義

　しかし、現実の資本主義経済がミクロ経済学の
テキストに描かれたものと同様であるわけはな
い。
　シュムペーターが、帝国主義の規定との関係で
取り上げた現実要因は「保護主義」である。保護
主義は、先のシュムペーターの規定した資本主義
には存在しえない。このために、資本主義の「社
会の奥深い根底では、依然として正常的な産業通
商の考が支配する」(p.140) 、「保護関税は自由競
争制から自動的に生れてくるものではないのだ。
それは政治的行為の所産である。」(p.146) つま
り、「保護主義は資本主義経済の本質的特徴では
ない。」(p.130) そして、「輸出独占主義は資本主
義発展の内在的法則から生れでたものではない」
(p.146) 等々を確認した上で、資本主義の下での
帝国主義の発現の根拠を次のようにいう。
　「君主国の財政的目的から生れた」(p.147) 「関
税」(p.147) は、その後、「関税の保護的作用が重
要視され」(p.147) るようになり、資本主義にお
いて見られる「保護主義」になった。「保護関税
――および外国人や外国商品の移動妨害――」
(p.130) もたしかに存在するが、その下では、「労
働者も資本家も――企業者と異り――消費者とし
て損をするだけでなく、生産者としても損をす
る。消費者は全部損をするし、生産者のばあいは
大部分そうである。」(p.132) 本来の資本主義に
あってはこのようにいえるであろう、というので
ある。
　「しかしながら、保護政策はカルテルやトラス
トの形成を助長する。そして、このことが利害関
係の編列を全然変えてしまうのだ。」(p.133) この
前提の下で、資本主義でありながら、君主国家か
ら受け継いだ非合理性と資本主義の合理性とを併
せもつブルジョアジーがナショナリズムや軍国主
義と結びついたとき、帝国主義の現象が現われ
る、と。

５．合理主義と帝国主義
(1)方法としての経済要因の排除
　シュムペーターの帝国主義論の最大の問題点
は、経済要因の排除であろう。
　シュムペーターはこの経済要因の排除を、方法
的確信をもって行っている。
　たとえば、シュムペーターは、自己の帝国主義
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論の方法について、「ここでとりあえず強調して
おきたいのは、この理論が、経済史観から論理
的、必然的に推論されるものではない、という点
である。この理論を否定しても経済史観に矛盾す
ることにはならない、いな、経済史観の前提から
さえ背離することにはならない。この点を取扱う
ことが、時代精神(Zeitgeist) の社会学にかんす
る本研究の目的である」(p.31)と述べ、さらにこ
の箇所に〝注〟を付して、「本研究においては、
経済問題の論議はおのずから比較的簡略なものた
らざるをえない。この点は、これから発表する新
重商主義論によって補充するつもりである」
(p.31)と述べている。(24)

　また、歴史上の帝国主義の規定にあたっては、
「いつの戦争でも口実は存在した。なんらかの口
実が見付けられないような事態というものはな
い。むしろ重要なことは、歴史を大支配者たちの
出来心の物語に解消しようとするのでないかぎ
り、そうした口実は歴史的事件の因果関係を一貫
した形で説明するのに役立たない、という点であ
る。要するにこの点こそが、論議の中心点なの
だ。つまり、なぜ或るひとびとにとってはどんな
口実でもが戦争のための十分な口実となりうるの
か、また、なぜかれらにとっては戦争が最後の手
段でなく第一の手段、すなわち、この世でもっと
も当り前の活動であるのか、ということがわれわ
れの問題である。この点にこそ帝国主義的精神態
度の本質がひそんでいるのであり、したがって問
題もそこから生ずる」(p.64～65)と述べている。
　このように方法的に経済要因を排除した理由と
しては、この帝国主義論の目的の一つである、バ
ウエル＝ヒルファディングのネオ・マルキシズム
の帝国主義理論に代わる理論を作るということが
あげられよう。いうまでもなく、ネオ・マルキシ
ズムの論者の帝国主義理論は資本主義の経済構造
の特質から導かれている。しかし、シュムペー
ターは、帝国主義の「この理論が、経済史観から
論理的、必然的に推論されるものではない」こと
を強調し、資本主義の経済構造の特質から導くこ

A A A A A A A A A A A A A A

とを否定して、「帝国主義は資本主義の必然的発
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

展段階の一つであるとか、資本主義が発展して帝
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

国主義に移行するとか考えることは、根本的に間
A A A A A A A

違っているのだ」(p.146、傍点はシュムペーター)
と結論している。

　この考え方からすれば、帝国主義は、基本的
に、資本主義の経済構造の特質以外の要因から規
定できるし、また、規定せざるをえないことにな
る。これがまさにシュムペーターの帝国主義につ
いての発想であり、「時代精神」を加えて行った
社会学的規定である。そして、資本主義の経済構
造の特質から導かなくても、帝国主義が規定でき
ることを実際に理論として提示し、帝国主義と戦
争とをネオ・マルキシズムの理論に代わる理論的
枠組によって説明することができて、シュムペー
ターの目的は達成されることになるのである。

(2)経済要因の排除のもたらしたもの
　シュムペーターはその方法的要請によって、経
済要因を古代から現代におよぶ帝国主義の規定か
ら排除し、独自の帝国主義論を作りあげた。しか
し、この経済要因を排除するという方法は資本主
義のもつ経済要因をも排除することになったので
あり、その結果、対象として取扱われる資本主義
は、経済的合理主義をその中核とする合理主義が
貫徹する「純粋」な形の資本主義となった。
　ここで注意しなければならない点は、「純粋」
な形の資本主義とはいっても、それは経済要因の
すべてが排除された資本主義ではないということ
である。この点は重要な問題点を含んでいるので
あって、立ち入って考察する必要があろう。
　すでに見たように、シュムペーターが想定した
資本主義は純粋な資本主義であるが、それは、事
実上、完全な自由競争・自由契約に基づいた「自
由貿易」が世界の隅々まで行き渡った資本主義と
いえるものである。そこでの完全な自由競争・自
由契約に基づいた自由貿易は、世界規模で等価交
換を実現する。ここには損をする人間は存在せ
ず、〝効用〟は最大化する。これは、シュムペー
ターの「資本主義経済――一般に交換経済――」
(p.128) という表現に集約的に見られる、まさに
経済的合理主義の貫徹した〝交換経済〟の世界で
ある。
　しかし、すぐにわかるように、この純粋な資本
主義には経済の生産側面が存在していない。生産
の側面を捨象したことは、一方で、交換＝流通側
面を際立たせることになるが、他方、産業革命に
よって遂行された「基礎的な経済的諸要因の変
化」(p.117) 、つまり、生産構造の変革という産
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業革命以降顕著に見られるようになった資本主義
の資本主義らしさをも排除してしまうことにつな
がっている。
　さらに、上記以上に、経済要因の排除は、シュ
ムペーターがその帝国主義論で使用した資本主
義から資本主義を構成する決定的要因を排除する
という結果を招いている。
　シュムペーターにおいて、資本主義を資本主義
たらしめる核心要因の一つは、この純粋性を破壊
する「企業者」の存在であり、その行動である。
『経済発展の理論』では、その企業者の「新結合
の遂行」として、①新財貨の生産、②新生産方法
の導入、③新販路の開拓、④原料や半製品の新供
給源の獲得、⑤新組織の実現、があげられてお
り(25)、生産要因とともに、新販路の開拓など、交
換＝流通側面の要因もあげられているが、いずれ
にせよ資本主義を資本主義たらしめるのは、企業
者による定常状態の破壊である。しかし、この定
常状態の破壊によって根本的に特徴づけられる資
本主義とシュムペーターが帝国主義の規定に使用
している〝純粋な資本主義〟とは異質の次元にあ
るといわざるをえない。なぜなら、この〝純粋な
資本主義〟には、企業者の「新結合の遂行」とい
う要因は含まれていないからである。
　つまり、先に見たシュムペーターが帝国主義論
の規定においてもちいた〝純粋な資本主義〟は、
資本主義から資本主義の根本的特徴を捨象した資
本主義ということになろう。すなわち、この〝純
粋な資本主義〟の規定は、資本主義経済から抽象
した〝純粋な資本主義〟というよりも、資本主義
経済を含む、歴史上の経済のもつ定常的側面から
抽象した規定であり、「――一般に交換経済――」
から抽象された規定というべきものなのである。
　シュムペーターは、帝国主義の諸現象は、歴史
上の「戦争や征服を求める無合理的な非合理的な
純粋に本能的な性向」(p.114) をもつ「武士民族」
(p.60)の活動から発生するが、他方、自由競争・
自由取引を求める経済的合理性を中核にもつ合理
性一般からは「衰滅」の道をたどることになる、
と述べている。帝国主義は、無合理的な非合理的
な純粋に本能的な性向から発生し、合理性からは
衰滅する、というのである。ところで、経済的合
理性は資本主義だけに存在するものではない。そ
の強弱の程度の問題を別にするならば、経済的合

理性や合理性一般は、資本主義以前の時代にも、
資本主義の時代にも共通に存在する。シュムペー
ターは「純粋に資本主義的な土壌の上には、帝国
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主義的衝動は育ちにくい」(p.121，傍点はシュム
ペーター) と述べているが、上記の検討からもわ
かるように、正確には、〝合理的な土壌の上に
は、帝国主義的衝動は育ちにくい〟というべきも
のなのである。すなわち、シュムペーターの把握
のもとで、合理主義は非帝国主義的であるとか、
反帝国主義的であるとかはいえても、資本主義は
非帝国主義的であるとか、反帝国主義的であると
かまではいえないのである。
　シュムペーターの過ちの一つは、しかし大きな
過ちの一つは、このような抽象の仕方にある。
シュムペーターが〝純粋〟な資本主義と呼んでい
るものは、交換・流通側面からの抽象によって資
本主義の外観をとってはいるものの、その実態は
合理主義と規定されるものである。したがって、
シュムペーターの規定では、資本主義と帝国主義
との関係は未だ解明されていない、といわざるを
えないのである。

６．付論：大量生産と帝国主義
　――資本主義の下での帝国主義についての
　　　社会学的規定の一例解――
(1)資本主義経済の生み出したもの
　ここで、付論として、シュムペーターが捨象し
た生産側面、そして生産や資本の集積、あるいは
経済成長といった〝量〟の側面を入れて考えてみ
たい。
　この生産や量の側面は、もちろん、両者とも、
どの時代においても存在する歴史的に共通の要因
である。ただし、資本主義以前と資本主義とで、
生産量や集積量を比較してみるならば、それらが
決定的に相違していることは明白である。すなわ
ち、量の観点から見た資本主義の第１の特徴は、
その「巨大化」にある、といいうるであろう。(26)

　この巨大化からは、多くの規定を導くことがで
きる。たとえば、一例として、ある産業において、
少数企業が、あるいは一企業が、生産を巨大化さ
せたならば、それは〝寡占〟や〝独占〟を形成す
る、をあげることができよう。(27)，(28)，(29)これは、
先に見た、シュムペーターの見解とは異なる。
　しかし、ここで取り上げたい問題は、経済の巨
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大化がもたらした大量生産の問題である。
　シュムペーターは、次のように述べている。
「最大の独占利潤をもたらす価格は、普通は、た
えず動く競争的生産費によってきまる価格より
も、はるかに高いのだから、その高い価格で販売
されうる量は、技術上・経済上可能な産出量より
もはるかに小さいのが普通である。自由競争の下
においては、この技術上・経済上可能なだけの産
出量が生産され供給されるはずだ。しかし、それ
だけの量を供給したのでは競争価格でしか売れな
いので、トラストはそれだけの量を供給するわけ
にはいかない。とはいっても、トラストは、それ
だけの量を――またはそれに近いだけの量を――
生産しなければならない。なぜなら、もしそれよ
りも少ない量しか生産しないばあいには、大規模
企業の利益を享受することができなくなり、単位
生産費がいたずらに高くなるからである。」
(p.134) この記述は、この後、トラストは技術上・
経済上可能な産出量を生産して生産費を引き下
げ、国内では独占価格で販売して独占利潤を獲得
し、国外へはダンピングする、と続くが、ここで
確認しておきたいことは、自由競争の下であれ、
独占の下であれ、産出量は「技術上・経済上可能
な産出量」になっている、ということである。す
なわち、産業革命以降、特に19世紀末期の重工
業や化学工業に顕著に見られる大規模工業の発達
以降、大量の生産・産出が行われるようになった
事実である。
　この大量生産は大量販売が実現されなければ意
味をもたない。この大量販売の必要性が、資本主
義から帝国主義的傾向や現象を導きだす要因の一
つになっていると考えられるのである。ここで
は、経済的にではなく、シュムペーターにならっ
て、社会学的に考えてみたい。

(2)一つの仮説例
　ここでは、大量販売の必要性から、社会学的
に、資本主義における帝国主義的傾向や現象を導
きだす一例を考えてみたい。
　示したいことは、資本主義の経済構造から、資
本主義が作り出す「時代精神」を媒介にして帝国
主義的傾向や現象が導かれるという事例である。
シュムペーターの定義に近い帝国主義が、第１次
世界大戦の後にもファシズムやナチズムのような

形で現われたように、必ずしも隔世遺伝論では説
明できない現象として現われたり、資本主義は帝
国主義を「衰滅」させえなかったことを、隔世遺
伝ではなく、その時代の経済構造から、その時代
の「時代精神」を経て、導いてみたいと考えるか
らである。
　資本主義の下で、人々は「個人主義化され…民
主化され…合理的になった」(p.119) 。ひとびと
は「すべてのことについて疑問をいだくように
なった」(p.119) 。ひとびとが考える材料、すな
わち情報、を求める状況で発達したのは、新聞・
雑誌・ラジオ・映画などのマスメディアであった。
また、大量販売を実現しようとする側である企業
は、このマスメディアを使用して、商品の宣伝や
広告をするようになった。宣伝・広告費は大量販
売を実現するために必要な費用であり、マスメ
ディアの経営基盤は強固となり、資本主義社会に
おいて確固たる地位を占めるようになった。もち
ろん、マスメディアは宣伝・広告を担当するだけ
ではない。政治権力の動きを含む、社会のありと
あらゆる出来事をひとびとに伝えた。また、それ
らに関するさまざまな意見を掲載し、報道した。
これは、いわばマスメディアの情報公開・民主化
の側面である。
　しかし、反面、マスメディアはひとびとを操作
する道具にもなる。情報の偏りや報道視角に振れ
がある場合もあるだろうし、情報源に問題がある
場合もあるだろう。特に、権力が自己に都合の悪
い情報を隠し、都合のよい情報だけを発表する場
合や、はじめから人々の操作を目的にして情報を
流布する場合もあろう。いわゆる「大衆操作」で
ある。
　20世紀の資本主義においては、ひとびとの個
人主義化、あるいは孤立化が一層進んでいる。他
方で、国家等への権力その他の集中が進んでい
る。しかし、以前には、この両者を媒介していた、
村落共同体や地域社会や都市等の中間の存在の弱
体化・衰退化が進んだ結果、社会はひとびと＝大
衆と国家とに両極分解され、大衆と国家との直接
的対応関係が顕著になった。こうした結果、国家
は、国家を維持するために、個人化・孤立化の進
んだ個人やその集団としての大衆に直接働きか
け、国家目標を達成するために組織化し、支配・
統制するようにもなった。(30)
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　ところで、いつの時代にも指導者は存在する。
定常的な経済過程を破壊し、新結合を遂行するの
は「企業者」である。シュムペーターは、この「企
業者」の行動を説明する動機として、次の３点を
あげている。①「私的帝国を、また必ずしも必然
的ではないが、多くの場合に自己の王朝を建設し
ようとする夢想と意志」をもっていること、②
「勝利者意志」をもっていること、③「創造の喜
び」があること、(31)である。
　以上は、定常的な経済過程を破壊し、新結合を
遂行する「企業者」についての説明であるが、こ
れは指導者一般に該当する規定であると考えられ
る。(32)この規定は、シュムペーターが「諸帝国主
義の社会学」で、「国家の帝国主義でもなければ民
衆の帝国主義でもなく、一種の個人的帝国主義で
あって、われわれにはこれ以上の関心はない」
(p.94)とした「アレキサンダー大王の帝国主義」
(p.93)を建設しようとしたアレキサンダー大王に
は該当しないのであろうか。アレキサンダー大王
の場合の当否は措くとして、資本主義の時代に
も、定常的な経済過程を破壊する「企業者」以外
の、別の意欲・意志をもった指導者は現われうる
ということを確認することが重要である。その一
例は、第１次世界大戦後、ドイツに現われたヒッ
トラーとナチスのケースに見られるであろう。(33)

　帝国の建設を夢見た指導者が、資本主義が生み
出したマスメディアを利用し、直接・間接、大衆
を操作して、夢の実現をはかる。同様の事態が起
こる可能性はあり、シュムペーターのいうよう
に、資本主義の下では帝国主義は衰退する、とは
必ずしもいえないのである。

７．結び
　第１次大戦後、シュムペーターが「諸帝国主義
の社会学」で主張したようには、帝国主義は衰滅
しなかった。この現実を、シュムペーター自身、
後に認めている。(34)

　シュムペーターが、なぜ資本主義の下では帝国
主義は衰滅すると考えたか。本稿では、その根拠
と推論とを検証し、シュムペーターの資本主義の
抽象には大きな問題があることを明らかにした。
すなわち、資本主義経済は、それ以前の社会の経
済とは異質の経済であり、その異質性は主に生産
側面に存在するが、シュムペーターは資本主義の

その生産側面を、少なくとも「諸帝国主義の社会
学」においては捨象し、それ以前の経済との異質
性の比較的少ない交換・流通側面の特徴を資本主
義の特徴として抽象して、完全な自由貿易の資本
主義を作り出し、その論理基盤で資本主義の下で
の帝国主義の衰退を主張したのであった。しかし
ながら、その資本主義は、資本主義を資本主義た
らしめる核心要因を欠いた資本主義であり、実際
のところ、それは合理主義であった。だから、
シュムペーターの論理では、〝合理主義の下では
帝国主義は衰退する〟とはいえても、〝資本主義
の下では帝国主義は衰退する〟とまではいいえな
いのである。
　では、資本主義と帝国主義の関係はいかに規定
されるべきか。
　シュムペーターが、帝国主義の規定に「時代精
神」の考えを入れたこと、および、その「時代精
神」が時間的遅れをもち、隔世遺伝的に作用する
という考え方には賛成したい。「諸帝国主義の社
会学」がシュムペーターの「科学的な重要著作の
一つ」に認められる根拠は、まさに、この点にあ
るといえる。
　しかしながら、留意すべきは、資本主義も「時
代精神」を生み出すであろう、という点である。
生み出された資本主義の「時代精神」はその時代
に影響を及ぼすだろうし、また、隔世遺伝的にも
作用するであろう。シュムペーターは、この資本
主義の「時代精神」には明確には言及していない
が、事実上、〝合理主義〟にそれを求めている、
といえよう。だが、資本主義の「時代精神」を形
づくるブルジョアジーの合理主義とは、基本的
に、利益追求を目的とした合理主義である。そし
て、この合理主義はそれを貫徹させるために、非
合理を省こうとする機能をもっている。それが、
優勝劣敗を導く〝競争〟である。しかし、競争に
は勝つためにはあらゆる手段を動員するという側
面があることを見落としてはならないであろう。
　シュムペーターは、ネオ・マルキシズムの理論
に代わる理論の枠組みを作ろうとの目的をもって
いたが、それを、対抗的に、経済要因を排除し、
非経済要因で作ったところに、意義とともに無理
が生じたといえよう。資本主義の下での帝国主義
を考える場合、経済要因に非経済要因を加える方
向で枠組みを考えなければならないと思われるの
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である。
　シュムペーターが第１次大戦後に新たに現われ
た帝国主義や戦争の現象を規定できなかったの
は、その基本的原因が経済要因を捨象したことに
あったから、経済要因を加えて規定すべきである
という問題と、経済要因を加えれば、その帝国主
義や戦争の現象を規定しうるのかという問題と
は、もちろん、別の問題である。
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