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ソースタイン・ヴェブレンの経済学
―その方法論的再検討―

佐　藤　光　宣

Ⅰ

　ソースタイン・ヴェブレン（Thorstein B. Veblen）は、ジョン・R・コ

モンズ（John R. Commons）ならびにウェズレー・C・ミッチェル（Wesley 

C. Mitchell）とともに制度派経済学の発展の基礎を用意したが、なかで

もその創始者として著名である。このヴェブレンは、19世紀末から前

世紀初頭にかけて、伝統的な経済学に対抗する新しい運動の先駆とし

てアメリカ資本主義の独占の場面に現れた。この知的運動が制度主義

（Institutionalism）である。この運動は若干の紆余曲折を経ながらも発展

を続け、現今では世界的な興隆を見るに至っている。

　ヴェブレンの経済学は、ニュー・ディール（New Deal）の考え方の一

つの先蹤となったと言われている。また、ヴェブレンに流れを汲む制度

派経済学は、第二次世界大戦後の世界経済の危機を一つの契機として、

その再評価が精力的に行われた。（1）今日、世界経済が極めて不安定な

局面を迎えるに及んで、制度派経済学、就中、ヴェブレン経済学の本格

的研究が一層求められるところである。

　さて、ヴェブレンは、その処女作『有閑階級の理論』（2）（The Theory 

of the Leisure Class, 1899）において、有閑階級の「諸制度の進化に関す

る経済学的研究」（An Economic Study in the Evolution of Institutions）（3）を

行った。この著作は、独占段階のアメリカ資本主義の性質と機能を、そ

の主要な研究課題として著された古典的名著である。『有閑階級の理論』

は『営利企業の理論』（The Theory of Business Enterprise, 1904）とともに、
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統括的な近代資本主義論としての実質を有しており、その学問的価値は

今日でも決して色褪せることはない。（4）

　ヴェブレンは、有閑階級の諸制度の発生と成長を累積的変化の過程に

おいて論究するとともに、その独自な立場からこれを批判的に検討した。

それは「進化論的な経済学研究」であることはもとより、極めて広範な

学問分野から得られた知識が有機的に統合された総合科学的な研究であ

る。確かに、ヴェブレンによってなされた一連の研究は彼独自の幅広い

学問的土台に支えられており、そのうえに社会の多様で広範な文化過程

についての史的考察が緻密になされている。それゆえ、ヴェブレンの考

察は何時如何なる局面においても具体的かつ現実的であり、また先見性

を備えている。これらはヴェブレン経済学に対して有用性と学問的魅力

とを与えているのである。そしてまた、彼の哲学的思索の奥深さは、こ

のことに大いに寄与していると考えられる。むしろ、ヴェブレン経済学

は、その哲学的研鑽に根底から基礎づけられているとさえ言える。この

学問的事実を見縊って問題にしないならば、ヴェブレン経済学の深奥に

辿り着くことはできないと思われる。実際、ヴェブレン経済学に強固な

基礎を与えているのは、ウィルヘルム・ゲオルク・フリードリッヒ・ヘー

ゲル（Georg Wilhelm Friedrich Hegel）の哲学、とりわけ、その弁証法で

ある。このことは、ヴェブレン自身によってなされた諸研究の随所に見

て取ることができる。

　もとより、ヴェブレン経済学がチャールズ・ダーウィン（Charles 

Robert Darwin）の進化論思想をその屋台骨としていることは、周知の通

りである。ヴェブレンが基本的にダーウィン主義者であることは疑いよ

うがないのである。（5）それゆえ、ダーウィンの進化論のうち、その思

想的影響をヴェブレン経済学の内部に探ることもまた有効である。さら

に、ヴェブレンが活躍した当時に知られていたダーウィン以外の進化論

が、如何に彼の経済学に影響を与えたかについて、精査しなければなら

ない。たとえば、「遺伝子交配」すなわち交雑による形質の固定という

進化論的系列の理論に接したヴェブレンは、人種に関する知見（6）を慎
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重に取り纏めており、これはヴェブレン経済学の再評価にあたって考慮

の埒外に置かれてはならないであろう。

　さて、ヴェブレンは、その主要な研究課題の解明に向かう過程で、営

利企業とその活動を取り上げる。ヴェブレンは、独占段階のアメリカ資

本主義を特徴づけるものとして営利企業を捉え、この批判的検討を通じ

て、かかる経済社会の性質と機能を解き明かそうと試みるのである。

　営利企業は、それ自身、巨大な個別資本に成長しており、もはやアメ

リカ資本主義という総資本の動向に影響を与えずにはおかないものと

なっている。のみならず、昨今、それは世界経済に決定的影響力を持つ

ことを我々は否応なく経験したところである。それだけに、アメリカ資

本主義と世界経済は、この営利企業としての個別資本の活動を固唾を呑

むが如く注視するところとなったし、同時に各々の営利企業は、その巨

躯を支える資本の調達等々については最大限に心を砕くことになった。

このような情況は、およそ一世紀前にヴェブレンが描いたものと、本質

的に変わるところがないであろう。

　翻って、ヴェブレンは資本の根源的性質とは何かを問い、その累積的

変化の過程をめぐって分析を進めたわけだが、それはアメリカ資本主義

の性質と機能を解き明かすについて必然的な要請だったことが今更なが

ら了解できよう。むしろ、その分析は、世界経済の動向の解明への一助

となるであろうことを指摘しておかねばならない。

　このような趣旨のもとに行われた資本の研究過程において、ヴェブレ

ンは彼自身の経済学の考え方に結びつく独特な資本概念を提起した。そ

の概念には、無形資産と有形資産という二つの資産が配置されており、

これらに対してヴェブレンの深い哲学的考察が向けられたのである。こ

の考察の結果として現れる経済社会の論理的認識の鋭さが、ヴェブレン

の経済分析に格段の重要性と学問的精気を与えている。こうして、一貫

した方法論的考察に基づく研究が積み重ねられて、ヴェブレン独自の経

済学が構築されていったのである。

ヴェブレンの研究過程は、徹頭徹尾、製作本能（the instinct of 
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workmanship）に依拠しながら展開する。製作本能という本質的なもの

から派生し、徐々に成長を遂げる過程にある現象形態として、ヴェブレ

ンはその眼前にある経済事象――資本、営利企業、景気循環等々――の

把捉に立ち向かったのである。このことは、ヴェブレン経済学への接近

が哲学的観点のもとに総合的になされるべき根拠となろう。それゆえ、

『有閑階級の理論』と『営利企業の理論』は言うまでもなく、少なくと

もこれらに『製作本能論』（The Instinct of Workmanship and the State of the 

Industrial Arts, 1914）を加えたヴェブレンの代表的な三部作に、我々は

深く立ち入らねばならないのである。

　ヴェブレンは、感性的に目に見えるものが否定され無と化している段

階に事物を還元して、それを製作本能からの発現として弁証法的に捉え

直す。製作本能は本質であるから、これは「反省の運動」を惹起する原

初的基体として位置づけられるであろう。したがってまた、製作本能は

対立する諸契機を顕現させる段階に、やがて必然的に立ち至る。これが

製作本能の汚染である。これを克服して自己同一性を回復する段階に進

展すると、製作本能は純粋な形式において表現される契機を改めて得る。

つまり、製作本能は、その汚染状態を破棄して元に復帰するのである。

その場合、製作本能は弁証法的な運動を経験しながら復帰するから、単

に元の状態に戻るのではない。恰も、意識が経験を積み重ねるように、

製作本能は成長しながら、その真の姿を自ら探し求め自己実現に向かう。

この意味で、製作本能は機械的な運動を引き起こす要因ではあり得ず、

事物に形式を与える運動の根源である。それは合目的性を与えるから、

事物を動かす主体的原理なのである。

　ところで、製作本能は差別の原理であるとともに、統一の原理でもあ

る。ここには否定と統一の力が示されているが、それらは弁証法的運動

のダイナミズムを形成する。製作本能は、矛盾の積極的肯定の原理とし

て、その内部にエネルギーを秘めているのである。こうして、対象の変

化を運動の過程において捉える論理がヴェブレンの自家薬籠中の物と

なったと考えられる。弁証法的なものの考え方に馴染んだ者であるなら
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ば、ヴェブレン経済学のこの基本構造を速やかに理解するであろう。哲

学に関して一知半解の徒である私自身でさえ、このことに気づかないで

いられるものではないのである。

　製作本能はそれ自身、変化のうちにあって自己同一性を保持する実体

である。同時に、製作本能は自己否定的に自己を展開するから主体であ

る。正に、「実体は、それ自身において主体でもある」（7）とのヘーゲル

の言に即応した本質を、ヴェブレンの製作本能は懐胎している。この製

作本能こそが、ヴェブレン経済学の体系原理である。それゆえ、彼の経

済学は製作本能によって解明されねばならない。このことは同時に、ヴェ

ブレン経済学の方法論的考察にヘーゲル哲学の要素を見出すことに他な

らない。ヴェブレン経済学は、ヘーゲル弁証法という論理的な原理に支

えられた知的体系を構成しているからである。（8）

　ヴェブレン経済学の論理構造が製作本能の自己展開の論理としてある

以上、それは均衡論的な叙述の体系を備えることはできない。それは必

然的に、不均衡や対立・矛盾を暴露する理論となる。そして、この理論

的系列がヴェブレンの経済学批判の方法となる。この方法から進化論的・

発生学的観点を除外することはできないが、本質的には、各々の経済学

はヴェブレンの依拠する哲学的な論理構造に基づいて必然的に取り上げ

られたと見られる。この意味で、経済学の歴史の批判的研究はヴェブレ

ン経済学の本体を構成するものとなる。このように考えることが妥当で

あるとすると、ヴェブレン経済学の全体が特定の懐疑論を構成している

ように見て取れる。それは単なる否定のための否定を目指すものではな

く、それ自身を、より高次のものへと押し進める発展の契機を含んだ懐

疑論の体系であり、これ即ちヴェブレン経済学の内面的構造を示すもの

に他ならない。

　如上の見地においてヴェブレン経済学を論理的に考察しようと試みる

ならば、研究者をして必然的に、方法論的考察への扉を開かせ彼の経済

学の実像を真に示す本質の探究へと否応なく導くであろう。実際のとこ

ろ、ヴェブレン経済学はヘーゲル哲学の産物であり、とりわけその弁証
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法の目的論的性質を超克したところに成立している。したがって、ヴェ

ブレンがヘーゲル哲学に接したことによる知的訓練の肯定的成果は、こ

れを彼の経済学研究の方法そのものにおいて探究しなければならない。

同時に、ヴェブレン経済学の体系原理として製作本能を捉え、その発現

を歴史の実態に即して追究しなければならない。これらは、ヴェブレン

経済学が自ら要求するところなのである。

　このような観点から私は、ヴェブレン経済学の方法論的再検討を通じ

て彼の経済学の学問的意義を究明すべく、ささやかな論考をここに呈す

ることにした。

Ⅱ

　ヴェブレンは、その著『有閑階級の理論』において、西欧文明の生

活史という観点から独自な発展段階説を提示した。彼の発展段階説

は、有閑階級制度をその生成と発展とにおいて考究するための歴史

の舞台である。（9）その序列は、（1）平和的な原始的未開文化の段階

（primitive, savage culture）、（2）初期の野蛮時代である掠奪文化の段階（the 

predatory stages of culture）、（3）野蛮文化の比較的高い段階である半平

和的身分の段階（the quasi-peaceable stage of status）および（4）現代の

平和的な金銭文化の段階（the pecuniary stages of culture）のように示さ

れる。そこで私は、ヴェブレンの発展段階説を順次取り上げてみようと

思う。

　ヴェブレンがその発展段階説の第一段階に置いたものは、平和的な原

始的未開文化の段階であった。この段階においては、平和愛好的な思考

習慣が共同体の個々の成員を取り結ぶ紐帯となっており、それは共同体

の無形の共有財産であると考えられる。この原始的未開文化の段階は、

一般に言う原始共同体時代（age of the primitive community）に照応する。

　ヴェブレンは第一段階を「平和的」と形容するが、この文化的進化の

系列の始期においてさえ、競争なり闘争が皆無であったとは到底考えら
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れない。むしろ、第一段階についての有り得べき説明としては、平和的

状態が緩やかに維持されていた、とすべきであろう。非平和的要素は点

在するが弱々しく目立たない。それは共同体生活とその存続に決定的な

打撃を与えるまでには成長を遂げていない、と考えられるからである。

この段階での競争は、「人間の自然に対する競争」すなわち生存競争の

範囲から逸脱しないであろうし、この競争から脱落しないように共同体

の成員は相互に協力しなければならない。したがって、闘争は、たとえ

それが散発的あるいは偶発的に生起したとしても、恒常的にその文化段

階を特色づけるまでには成長することができない。生産力の低さが掠奪

的習慣の実効的範囲を限局し、またこれを恒常的に維持させないのであ

る。このように考えられるとすると、敢えてヴェブレンは、第一段階を

して「平和」ではなく「平和的」と形容したと推測できる。なお、ここ

での言葉の選択には、実は思いも寄らないヴェブレンの深慮が伏在して

いるものと思われる。その大要は次の通りである。

　周知のように、ヘーゲルにとっては、歴史の究極目的は自由の実現で

ある。世界史は、その自由の発達史である。しかし、歴史の終焉は世界

精神が自ら自由であることを自覚することによって終焉を迎えるであろ

う。ところで、ヘーゲルの自由は一応、ヴェブレンの「平和」である。

とすると、ヴェブレンの「平和」は実現に向かいつつも、決して実現す

ることのないものとして考えられねばならない。製作本能は、その本性

として「平和」の完成を目指すが、その完成は無限の彼方へ押し遣られ

ている。ヴェブレンにおいては、そこに至る過程が歴史を構成するので

ある。その歴史の歩みは製作本能の生命過程に一致するであろう。それ

ゆえ、歴史に究極的な到達点を見出すことは、製作本能が自らを放棄す

ることにならざるを得ない。このような事態は、ダーウィン主義者たる

ヴェブレンにとって、思いの外と思われる。歴史の究極的な到達点では

歴史の主体たる人間が能動性を失い、製作本能とともに具体的営みを根

本において消失させるであろうからである。そこではもはや、歴史の動

因は存在しないのである。
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　ところで、ヴェブレンの発展段階説における歴史の運動は、「平和的」

な状態を含んで運動する累積的変化の過程そのものとなる。この場合、

「平和」の完成領域にヴェブレンの考える歴史が踏み込むことはなかろ

う。製作本能は事物を動かす主体的原理であり、「絶対的な力」を保存

する実体であるが、自己否定的に自己を展開する運動の源泉であり宝庫

だからである。いわば、ヴェブレンの製作本能はヘーゲルの「客観的精神」

が有限のものとしてあるように、ダーウィン的な制約条件を自らに取り

込んでいるかのようである。とすれば、ヴェブレンの製作本能は「平和」

そのものを自覚することはないであろう。製作本能による「平和」の自

覚はそれ自らの運動すなわち生命過程の途絶であり、同時にその発現と

しての歴史は、そこで終焉を迎えるからである。それゆえ、製作本能は

ヘーゲルの世界精神から目的論的傾向を取り去ったものとして考えられ

ねばならない。その意思表明が、ヴェブレンの言葉遣いに現れているよ

うに思われる。私は、ヴェブレンが「平和的」という言葉を充てた意味

の深さを、このように考えている。そこで、その「平和的」な思考習慣

を共有しあっている段階（10）についてのヴェブレンの所説を、次に取り

上げてみよう。

　原始的未開文化の段階における共同体に関するヴェブレンによる考察

は、本質的に、ヘーゲルによる相互承認（gegenseitige Anerkennung）の

弁証法的構造分析と異なるところがない。この段階での自由は、他の者

を避けず、また他の者に積極的にかかわりながら維持されている。自由

は、自分と他者のもとに同時にある。相互承認と自由をめぐる考え方に

もまた、ヘーゲル的思索の痕跡がヴェブレンに窺えるのである。だが、

もとより、ここでのヴェブレンの思索段階は、共同体の一員として生き

る者同士の相互承認そのものの説明から出るものではない。ここでの

ヴェブレンの説明は、相互承認と国家の在り方を説明する段階には至っ

ていないし、精神的実体としての人倫に基づく相互承認から「最高の自

由」の析出に向かってもいない。彼は意識的に、そのようにしているの

である。ヴェブレンの思索は、有限なものに留まっている段階の「客観
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的精神」において、それが自由の実現の条件として共同体を生み出す理

路に注がれているからである。

　ヴェブレンの見るところでは、原始的未開文化の段階にある自由な共

同体といえども、その内部に葛藤や相剋を残しており、「真の自由」は

未だ現れていない。また、そもそも、この発展段階の「客観的精神」は

自然的条件に制約されるから有限である。原始的未開文化の段階では人

間対自然の生存競争が見られるが、そのなかにおける「客観的精神」の

表現が自由である。したがって、この自由も一定の制約から逃れること

ができない。

　原始的未開文化の段階においてヘーゲルの「真の自由」が実現する見

込みは、ヴェブレンの視程の外にある。ヴェブレンの発展段階説のすべ

ての階梯において、絶対者を把握する精神――「絶対精神」――は現れ

ないであろう。そもそも、絶対者を否認する知的勇気をヴェブレンが持

ち得ていたからこそ、彼にとって合理的と思われる範囲でヘーゲル哲学

を摂取できたと考えられる。ともかく、ヴェブレンの発展段階説におい

ては、ヘーゲルの「真の自由」は決して現れない。ヘーゲルの「真の自

由」は必然性を含んでいるが、この種の必然性はヴェブレンによってダー

ウィン主義の立場から拒否されるからである。しかし、既に原始的未開

文化の段階において、ヘーゲルの「真の自由」の実現に不可欠なものを

ヴェブレンは見出していたようである。それは何かというと、「最高の

共同状態」のなかに自己を実現しようとする知的営為である。この営み

の外部的表出が平和的状態であり、内部機構が「相互承認」である。

　ここでまたヴェブレンはヘーゲルを受容しているが、彼の知的営為の

根底には製作本能が措定されている。ヴェブレンの見解では、自由の汚

染も自由からの撤退も、さらに自由の進展も、製作本能という本質の現

象であるという点では異なるところがない。自由はこのような運動を積

み重ねながら、その完全な境域を目指して接近し続けるものと見られる。

だが、自由の実現を目指すこの運動は、歴史の終わりを経験することは

ない。製作本能が自由をして完全な境域に到達させるということは、そ
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の本質の完全な実現であり、したがって、その生命を終えることになる

からである。

　見られるように、ヴェブレンはヘーゲル哲学、特にその弁証法の影響

を確かに受けている。ヴェブレンは、世界史へと向かう発展の論理構造

をヘーゲルから借用したと考えられるのである。その際、ヘーゲルの「世

界史の本体としての精神」（11）は、ヴェブレンによって非目的論的に改

修され、「製作本能」として再出したと考えられる。こうして、制度の

累積的変化として世界史を捉える形式が、ヴェブレン自身によって設定

されたと見て取れる。それでこそヴェブレンの発展段階説は、これに基

づいて我々が個別的な歴史記述を試みる際に、その有用性を幅広く発揮

できるのである。これは、世界史をもって「絶対精神」の展開すなわち

世界精神の自己実現の過程とするヘーゲルの理解を、ヴェブレンが創造

的に破壊した成果である。

　このことは取りも直さず、ヘーゲルの論理構造の基幹それ自体がヴェ

ブレンにそのまま受け継がれたことを示している。ヴェブレンの論理構

造はヘーゲルのそれなくしては考えられないのである。それは、「ヘー

ゲル的な趣」ないしは「ヘーゲルの残り香」というような文学的曖昧さ

を含む表現では捉えきれるものではなく、論理構造の一致なのである。

ヴェブレン経済学はヘーゲル哲学の受容と改修なくしては定立し得な

い。言うなれば、無目的論的に改修されたヘーゲル弁証法が、ヴェブレ

ン経済学の根底にある論理構造に確たる座を占めているのである。こう

した視点から、いま少し、ヴェブレンの所論を追ってみよう。

　ヴェブレン経済学の論理構造においては、極めて遠い将来に到達され

るべき平和的状態と、原始的未開文化の段階において既に見出されてい

た平和的状態との一致が図られているかのようである。確かに、平和を

現実のものにしようと促し続けるのは製作本能であるから、平和的状態

は推定可能な歴史の両極においては、本質的な区別を設けることができ

ない。だが、製作本能の主要な発現形態としての平和――あるいは自由

――は意識としての運動を積み重ね、彼の発展段階説に即応した形式を
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備えることとなる。結局、平和もまた弁証法的に止揚されたものとなる

であろう。相互承認の理論的帰結としてのヘーゲルの自由もまた、この

ように考えられねばならないはずである。

　そこで、ヴェブレンの発展段階説においては、第一番目の文化段階の

なかの始期にあったものが第四番目の文化段階の最遠方において、より

高次のものとして再出する可能性が示されることになろう。それら二つ

の文化段階は、ともに「平和的」な文化段階の両極において自由を持っ

ている。それらの自由は、ヘーゲル的に見れば、ともに有限なる「客観

的精神」の所産である。したがって、ヘーゲルは自由のなかにこそ、「現

実的対立」を見定めることができたのではなかろうか。ヴェブレンも同

様であることは、贅言するまでもない。

　再言するが、ヘーゲルにおいては「客観的精神」の最終段階が世界史

であるように、ヴェブレンにおいては製作本能が彼の発展段階説に示さ

れた歴史となって体現する。但し、製作本能が惹起する運動は究極の到

達点や絶対の境域は存在しないから、ヴェブレンの論理では「絶対精神」

のみが現れないだけである。これに替えてヴェブレンは、統一と差別の

統合された原理として製作本能を措定しており、その展開の場を「現実

的対立」の舞台とし、ここに歴史の運動が動的に捉えられている。さら

にヴェブレンは、歴史の運動から究極的な到達点を消滅させている。私

はここで、ヴェブレンの論理構成に「絶対精神」抜きのヘーゲル弁証法

を見る思いがする。製作本能は自己展開する主体ではあるが、それはど

こまでも流動する形式を備えた精神として、ヴェブレン経済学の原理論

の地位を確然として占めている。

Ⅲ

　ここで私は、ヴェブレンの発展段階説を、その序列に沿って順次取り

上げておくことにしよう。予定される各段階の概括的説明はヴェブレン

の立場において行われるが、私はこれに個別的な歴史記述を織り交ぜて
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みようと思う。ヴェブレンの発展段階説は、この企図を十分に可能にす

ると期待できるからである。もっとも、この期待に反して、その嚆矢と

なる作業は行きつ戻りつという知的反省を要するはずであるから、その

成果の程は定かではない。かかる作業は、西欧文明の生活史を念頭に置

いて建設されたヴェブレンの発展段階説を、日本列島に展開した固有の

生活史の経済的局面の説明に適用させようとするものであり、この点に

困難が生ずると想定されるのである。とはいえ、ヴェブレンの発展段階

説は、個々の歴史的事実の背後にある普遍性の自己展開の理論であるか

ら、それ相当の柔軟性を備えているものと期待できる。それゆえ、順次

行う予定の作業においては、それがヴェブレンの『製作本能論』の路線

に沿うものとなるように、単なる歴史記述を超えたものとなすための努

力を最大限に払わねばならない。その試みは、言うまでもなく製作本能

の現象として歴史を具体的に捉えることに他ならない。それは同時に現

実的論議であるから、「推測的歴史」（“conjectural history”）の全面的否

定とともに進行する。そこでまず、ヴェブレンの発展段階説の第一段階

を取り上げることにしよう。

　原始的未開文化の段階における人々の生活は、ある者が他の各人に依

存するという相互作用の様相を持つ。彼らは比較的自由であり平和的で

あるとの想定が可能である。ある者が自立的であるためには、他の者に

依存しなくてはならない。また、他の者は自ら進んで、この生産力の低

い文化段階のもとで、自分以外の他者と相互依存関係を形成する。そう

せずには生き存えることが困難であったと推定できるのである。それゆ

え、ここでの相互依存関係は純粋な精神的あるいは制度的様式のもとで

維持されるであろう。こうして、ある者は他の者に依存し、他の者はあ

る者に依存することで、同時に同じ立場を共有しあう文化的情況が現出

する。この相互依存関係の効果は、劈頭の文化段階の性質を平和的なも

のにする点に現れている。

　平和的な文化段階のもとでは、それに即応した自由が制度として定着
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している。制度の自己実現は自由の実現として、また自由の実現は制度

の自己実現として、平和的な文化段階のなかで双方向的かつ同時に解消

される。この文化的局面では、他の者に対する思い遣りは平和のうちに

なされるのであり、それは他の者から自分に向かう思い遣りと同質のも

のとなる。ここでは、製作本能の媒介により、親性本能（parental bent）

が人倫――精神的実体――の契機となっているかに見て取れる。利己的

な生活姿勢は無自覚的に排除されている。無闇な攻撃や排撃は、自由か

つ平和的に生きるための項目から排除されている。人々は、彼らの自立

性を無感覚のうちに達成している。しかも、彼らは孤独な「個人」とし

てではなく共同体という有機的組織全体を形成し維持する至緊至要の部

分として存立しつつ、他の者との共同において無自覚的に自立性を達成

しているのである。この意味での自立性の達成は、共同体にける自由の

成長と歩調を合わせずして成し難いのである。

　かくして、自由は平和愛好的精神のうちに体現することになろう。私

見によれば、平和愛好的精神は製作本能の純粋な形式を投影したものに

他ならない。製作本能は特定の者に内在すると同時に、共同体のすべて

の人々に内在する本質である。製作本能は、まずは自由な形式のうちに

自己を表現するが、その形式を乗り越え、次第に成長してゆく自己発展

的本性を内在的に有するのである。いわば、否定的理性の別表現が、製

作本能に言い当てられるかも知れない。

　このような認識に大きな誤りがないとすると、ヴェブレンの発展段階

説の第一段階は製作本能の即時的な段階に照応すると見られ、この立場

においてヴェブレンは「相互承認の理論」を弁証法的に適用したと考え

られる。このことは、現今の共同体の性質を反省する際に、一つの拠り

所を提供するであろう。ヴェブレン経済学の論理構造がそうであるよう

に、その発展段階説も製作本能の自己展開の論理を示すと考えられねば

ならない。

　ヴェブレンの発展段階説は、各段階間の過渡期にも深い考察の眼が注

がれている。この過渡期は、各文化段階間のいわば無段階的移行過程と
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して描かれているのである。特に、第一段階から第二段階への過渡期は

悠久で緩慢な時の流れそのものであり、そのなかに異なる文化の対立と

解消を含んで流動する、絶えざる歴史の一局面を構成している。

　共同体は、文化的進化の系列の第一段階において平和愛好的精神を経

験した。かかる精神は、その後の過渡期に変質してゆく。けれども、こ

れもまた制度の成長である。この過渡期は、原始的未開文化の段階に定

着していた平和的な思考習慣が、人間の生活体系の奥深い部分に保存さ

れ子々孫々に受け継がれながら、やがて生まれ出る掠奪の制度の深層に

押し込まれてゆく変化の時期でもあろう。同時に、共同体なり社会なり

の生産力が上昇し、その一般的な富の水準が極めて遅々としながらも上

昇した期間である。このことは平和的な原始的未開文化の段階の制度を

切り崩しにかかる物質的欲求を刺激し、その作用は「力の強い能力ある

男性による女性の捕虜としての捕獲」という掠奪結婚の慣行として表出

することになる。戦利品として獲得された女性は人類最初の動産となり、

所有権についての朧気な感覚が発生した。この感覚は女性の労働の所産

にも作用するから、女性の労働の所産たる物的なものは男性に帰属する

こととなった。こうして、所有の観念は女性を対象として芽生え、（12）

物的なものに拡大することを通じてその観念が逐次成長してきた。やが

てそれは、確固とした所有権制度に成長する。この制度は、有閑階級の

発生と軌を一にしている。（13）というのは、それらは同じ経済的諸力を

構成するからである。

　やがて、初期の野蛮時代に本格的に突入する。これは、第二段階の掠

奪文化の段階である。ヴェブレンにとって、原始的未開文化の段階と掠

奪文化の段階が劃される分水嶺は、掠奪的な思考習慣が公認の精神的態

度になったか否かである。生産力の発達という物質的諸環境の変化とそ

の圧力を基底において、ヴェブレンは思考習慣とその変化に着目するの

である。ヴェブレンがいう掠奪的段階は、もはや「平和」でもなければ「平

和的」でもない。というのは、掠奪文化の段階は、掠奪的な態度がその

集団の成員の習慣的で公認の精神的態度となった時に初めて達成される
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段階だからである。それは、掠奪という文化によって劃される段階なの

である。ちなみにヴェブレンは、このように述べている。

　「精神的態度の変化は、その集団生活の物質的事実の変化から生ずる

ものであり、したがってその変化は、掠奪的態度に好都合な物質的環境

が有力となるにしたがって段々と現れてくる。掠奪文化の最低限は生産

の限界である。掠奪は、生産の方法が一定の効率の程度にまで発展し、

その結果として、生活資糧の獲得に従事するものの生計の維持以上に、

戦闘を行うだけの余裕が生ずるまでは、ある集団、もしくはある階級の

習慣的因習的な生活方法となることはできない。それゆえに、平和から

掠奪への推転は、技術的知識の成長と、道具の使用とに依存する。掠奪

的文化はこれと同じように、人間を恐るべき動物たらしめる点まで武器

が発達するまでは、初期の時代には実際的とならない。初期の時代での

道具や武器の発達は、もちろん、二つの別々の見方からみた同じ事実で

ある。」（14）

　武力的抗争のうち、明確な掠奪的制度に厳然と基礎づけられていたと

推定できるのは、バビロニアやホメロスの時代のそれである。私見によ

れば、恐らく、バビロニアやホメロスの時代の武力抗争をもって本格的

な戦争の始期と見ることができるであろう。物質的諸条件とその変化は、

既存の制度的均衡に衝撃を与え、これを攪乱し再編成したことだろう。

このような環境のもとで人間に適応的な行動を取らせるのは、掠奪とい

う目的論的傾向――掠奪本能（the acquisitive instinct）――である。ここ

では親性本能の発現は限局され微弱になっているであろうし、ほどなく、

それは全体として後退する。そこで、なお一層、掠奪的思考習慣が好機

を得ることになり、人間性の変化を通じて制度変化の大量現象の局面が

訪れる。これに即応して、共同体なり社会の在り方も変化を避けられな

い。このような諸変化の局面でさえ、製作本能は掠奪本能と親性本能に

対して同時に働きかけている。効率を追求し無駄を避けるという格率は、

それらの諸本能の発現において作用し続けているのである。

　このような情況をヘーゲル的な立場において捉え直してみよう。まず、
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製作本能は掠奪本能と親性本能の背後にあって、それらを対極的に分離

させる斥力として、その本質を現象させている。この場合、製作本能は

差別の原理として機能する。だが、まずもってその実質は、製作本能が

掠奪本能と親性本能を能動的客体として自ら選び取り、このことを通じ

て製作本能自体が自己意識の自立過程を歩むことに他ならない。製作本

能は、これに従属する諸本能を利己的および利他的という意識の対立す

る形式において捉えるから、それらの意識は懐疑の対象としてあること

を製作本能自身が自覚することとなる。こうして、利己的意識と利他的

意識の自立性が否定される契機が製作本能によって自律的に与えられ

る。したがって、ここでは製作本能は統一の原理として立ち現れる。こ

うして製作本能は、より高次の主体性を獲得してゆく。製作本能が主体

性を獲得するということは、その内面化されている自由という自己意識

を外界において実現することでもあるが、その進捗は他の諸本能におけ

る各々の自己意識の成長と歩調を合わせるであろう。このことは、製作

本能が掠奪本能と親性本能を能動的客体となすことに他ならず、同時に

それら二つの諸本能を「より高次の自己意識」を内面化した本能として

再出させることでもある。したがって、製作本能それ自身も成長し、ま

た主体的な本能として運動を継続することとなろう。

　この論理的行程は、掠奪本能と親性本能に一定の闘争をもたらすもの

が製作本能であることを示すであろう。製作本能は、掠奪本能と親性本

能の双方に対して統一的に作用している。意識は自己自身を対象とする

から、掠奪本能と親性本能は、各々が自分自身を対象に選ぶことによっ

て自己認識へと進み、相応の意識の発達を成し遂げる。その意識の営み

は自己を考える意識であり、意識が自由であろうとする認識への努力で

ある。こうして、掠奪本能と親性本能は、それぞれ運動の契機が得られ

る。その関わり合いのなかから、それらの諸本能の自己意識が運動を開

始するのである。ここでの掠奪本能と親性本能の運動は、製作本能の調

停によって、現実の社会において実践的なものとなり得るように展開す

る。かかる調停の成果として生まれる反省という概念の運動は、掠奪本
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能に対しては利己的意識を反省する契機を与え、親性本能には個別性を

破棄して社会性を自ら得る契機を与えるであろう。これが「より高次の

自己意識」である。この段階では、どこまでも分裂するかに見えた掠奪

本能と親性本能が、製作本能によって社会という同じ実践の場に引き戻

される。要するに、掠奪本能と親性本能が経験する分裂と統一の運動は、

製作本能によって、その根源的力が与えられているのである。どこまで

も現実的なものであろうとして、製作本能は、その「本能のなかの本能」

という普遍性を発揮して自己同一的なものの再出に向かうのである。

　ヴェブレンによれば、「実践的な工夫、方法と手段、効率と節約への

方策と計画、熟練、創造的な仕事、そして事実についての技術的な精通

と関わりを持つ」（15）とされる製作本能は、事物の多様な変化として現

象する。したがって、この現象は、直接的な所与として考えられてはい

ない。製作本能によって、現象は形式を与えられるのである。その形式

の実在的表現が物質的諸条件である。それゆえ、ヴェブレンは結局のと

ころ、事物の根底において作用する判断の主体として、製作本能の本性

を見出したと考えられる。この製作本能は、それと親性本能との関係の

適否についても判断を留保しない。むしろ、製作本能は、その能動的な

本性を発揮する。かくして、製作本能は客観的事物の発展の論理に基づ

いて、掠奪文化の段階においてさえ自らを判断の主体として現象させる。

　掠奪文化の段階の始期は、日本の歴史に即して見れば、弥生時代の比

較的早期の段階に求めることができるであろう。弥生時代の生産力は、

稲作を通じて米という余剰生産物を生み出すまでに上昇していた。稲作

の始期は縄文時代の中期以前にまで遡る可能性があるが、それが生業と

して余剰生産物を生み出すまでの生産力を備えていたかどうかは不明で

あり些か心許ない。まして、古代米自体の生産性は低かったと考えられ

ている。それゆえ、恐らくは弥生時代に至って以降、白米への突然変異

を利する技術的習慣が定着し、米の増収が図られた可能性が浮上する。

その他数々の試行錯誤が途切れることなく行われて稲作手法の改善に結
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実し、それが収穫量の漸増に繋がったのであろう。さらに、彼らに続く

幾多の人々による尊い努力の結果、生業に組み込まれた稲作は桁外れの

生産性を発揮するに至った。（16）

　稲作は、作付から生育を経て収穫と保管の過程が適正に反復された場

合には、人口増加の圧力となったであろう。米食による栄養の改善が、

弥生時代には顕著な効果を発揮したと考えられるからである。弥生時代

に入ってから後、米食は縄文時代から続く伝統的な糧食に追加され、次

第に、それは主要なものとなっていったのであろう。やがて、縄文人の

短い平均寿命は過去のものとなった。実際に増えた人口のうちの大部分

は、直接あるいは間接に、稲作に従事する人員として組み込まれるのが

通例であったはずである。米は、彼ら自身はもとより、肉体労働から免

除された者――王および支配者等々――を扶養した。余剰米は将来の消

費に回されるために厳重な管理下に置かれた。こうして、稲作を不可欠

とし、これを中心に置く文化が出来上がった。

　このような制度が完成すると、弥生時代の人々の生活水準は主として

米の出来具合によって定められねばならず、彼らはより多くの米の収穫

を目指して水田の拡大を目指すことになる。弥生人においても、到達し

た生活水準からの撤退は、なかなかに困難であることは間違いない。こ

こから、利害の衝突が起こってくる。水田に適した土地の争奪である。

土地の争奪戦は本格的な戦争へと発展していったであろう。この争乱の

前後においては、弥生時代の為政者たちの統率力が試され、対外的に執

行されうる暴力的センスが人々のなかで磨かれた可能性がある。こうし

た掠奪的精神の発揮を要する生活局面での配慮の他に、水利の不安定、

天候不純とりわけ壊滅的打撃を避けられない台風その他の自然災害、ま

た病虫害の異常発生などによる予期せぬ事態に対する備えは、これを十

全にしておかねばならなかったはずである。しかし、それらの努力がす

べて実を結ぶとは限らない。実際、飢餓や飢饉は繰り返された。

　危急存亡の折りの涙ぐましい努力は、たとえば「穀物の蔵」からの米

の放出と「クニの大倉」からの武器の供出となって具現化されたであろ
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う。米は兵員の糧食として、武器の果断な使用に劣らず効果的に用いら

れたであろう。彼らは死中に活を求めねばならないのである。それは、

成就することもあれば、失敗に終わることも稀ではなかったであろう。

生死が定まらぬ成り行きを眼前にしたならば、勢い、生き残ることへの

努力は中途半端なものでありうるはずがない。希望と恐怖との合力が、

この場合の努力を構成するからである。その努力の実質は、相手方の多

数の殺戮さらには殲滅を目指し、これを尊ぶ因習的慣行のなかに垣間見

られたことだろう。殺戮や殲滅に届かぬ穏やかな目標設定は彼ら自身を

危うくするであろうから、恐らくは攻撃用の武器の調達に重点が置かれ

ていった可能性がある。その武器は、まず共同体としてのクニ――環濠

集落――の備えとして保管されていたものであるが、既に使用準備が怠

りなく完了している。稲作なくして彼らのクニは存続し得ないから、争

いごとに巻き込まれないような配慮が常に求められてもいたが、これに

巻き込まれた際の備えは殊の外、念入りになされたはずである。とにか

く、ここで発揮される努力は並大抵のものではなかったであろう。もは

や米の死守という眼目から離れて、弥生人の思考習慣のなかでは彼ら自

身の生死が問題となっている。そこで、彼らは細心の注意を払い用心を

重ね、防御上の弱点の改善に腐心したと思われる。そのような精神的営

為は、他のクニの「穀物の蔵」の掠奪に向かうよう自らを鍛え上げずに

はおかない。この精神的営為の成長に力を貸すのも製作本能だからであ

る。掠奪本能は製作本能によって磨きをかけられているのである。

　かくして、掠奪的思考習慣が盛行を見ることになる。畢竟、この文化

的進化の第二段階の局面では「相互承認の理論」は成り立たなくなる。

益々、他のクニの「穀物の蔵」の襲撃計画が大規模なものとなり、それ

は「クニの大倉」からの武器・武具の供出を受けて繰り返し果断に実行

されたに違いない。こうした事態は本格的な戦争の到来を確たるものに

する。やがて、水利や天候等々の如何に関わりなく、手っ取り早く片を

付ける習慣が芽生え、掠奪文化に占める戦争の比重が増してゆき、戦争

なしでは済まされない情況が現れる。いわば、「稲作のための戦争」が
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「戦争のための稲作」に転じたと見られもする。この先、「戦争のための

戦争」が頭を擡げる機会は皆無とは言えない。「根拠のない愛国心」は

沸騰し易く、また「真正な愛国心」に働きかける経済的野望は飽くこと

を知らないからである。そこで、戦争がこの野望の内面化を成し遂げる

ことができないように、まずは「知性の王国」の建設が急務となる。知

性で出来た国土に蒔かれる種子は知識である。だが、弥生時代の経済生

活は、それらを粉砕する精神構造を人々の思考習慣のなかに生み落とし

ていた。この事情について、もう少し見てみよう。

　弥生時代の人々にとって、今や、なすべき事柄は防御と襲撃からなる

掠奪的精神の発揮である。このような精神的構造が制度化されると、稲

作に纏わる出来事の一連の系列が、日々の生活を彩る事柄の首座に着か

ざるを得ない。これらとともに、稲作に帯同する技術進歩の観念が、彼

らの思考習慣の大枠を決定したであろう。稲作の効率性は、天変地異や

不意の襲撃を除くとすると、技術の状態に多く依存していたはずであ

る。当然、技術進歩の直接的効果は生産性の向上として弥生人によって

評価されたことであろう。この評価過程に関与するのも製作本能である

が、これはまた同時に技術進歩の基礎にある「何気ない好奇心」（“idle 

curiosity”）に生産性の向上という目的を与えている。そして、稲作を展

開軸とする弥生人社会の基本構造が、彼らの精神構造の大枠を決定して

いったのであろう。

　ところで、稲作の受容に躊躇した一群の人々がいたと考えられる。弥

生人のなかの復古趣味的な変種を除くとすると、その種の人間は縄文人

によって占められていたであろう。縄文人は、その伝来の精神構造を弥

生人たちのそれに合わせることは甚だ困難であり、むしろそれは「命懸

けの飛躍」であったはずである。その飛躍の先には本格的な戦争が待ち

受けていることを縄文人が察知したと推定できるからである。1万年以

上の長きに亘り本格的な戦争を経験せずに過ごしてきたであろう縄文人

にとっては、戦争は絶望の窮み以外の何物でもなかったはずである。そ

こで、縄文人たちのある者あるいは集団は、古い制度に相変わらず立ち
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尽くす道を選んだ可能性がある。そうすることで、彼らは戦争以外の方

面に精神的エネルギーを充填することができたはずだからである。

　それゆえ、縄文人と弥生人の制度の対立は両者間の戦争誘因になった

とは考えられない。また、そのような痕跡も知られていない。縄文人と

弥生人の子孫たちは、やがて物質的諸条件の同じ外枠が彼らの生活環境

を規定するとともに、異なる制度を融合していったのであろう。その過

程では、区別の原理としての製作本能が、自己を意識する衝動として発

現したと見られる。製作本能は、区別された自我として自己を意識させ

ようとするのである。自己意識の対象である自分自身が他の対象に翻弄

されることなく自立へと向かう契機が、製作本能によって与えられる。

　だが、縄文人と弥生人の自己意識の自立した形式が、いかなる契機で

和解したのか判然としない。この場合の和解とは、縄文人の自己意識と

弥生人の自己意識が、同時的反省を経験する局面である。恐らく、縄文

人と弥生人は、両者間の制度的対立の克服過程を無自覚的ながら経験し、

いわば「自己環帰」（Rückkehr in sich）の運動を現出させていたのであ

ろう。この過程を経て現れ出る「真理の故郷」は無意識の記憶として保

存されているはずであるから、たとえば宗教と芸術方面にそれとなく、

現今でもそれが顔を出すと考えられる。しかし、その真偽に関する検討

は本稿の課題ではない。よって、いま少し、論議の本筋を掘り下げてみ

よう。

　縄文人の自己意識は、それ自らを否定することを通じて弥生人の自己

意識の肯定に向かったであろう。しかし未だ、縄文人は弥生人を本質的

なものとは見ないから、むしろ縄文人は弥生人のなかに自分自身を見出

そうとする。縄文人の自己意識は、それ自らを否定することを通じて、

逆に自らを肯定しているのである。ここでは、縄文人にとって他者とし

ての弥生人は消滅している。ところで、弥生人の側でも事情は異ならな

い。弥生人の自己意識は、それ自らを否定することを通じて縄文人の自

己意識の肯定に向かう。しかし未だ、弥生人は縄文人を本質的なものと

は見ないから、弥生人は縄文人のなかに自分自身を見出すであろう。こ
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こでは、弥生人にとって他者としての縄文人は消滅する。

　こうして、縄文人と弥生人の自己意識は弁証法的な運動を展開する。

製作本能は自由の獲得という目的を彼らの意識に与えたのである。だが、

物質的諸条件――生産力の格差――が縄文人と弥生人の双方に対して意

識における自由の獲得に制約を設けているので、彼らの意識が相互に転

換する普遍的関係を構築できないでいる。それゆえ、縄文人と弥生人の

自己意識は未だ対等ではないのである。けれども、この対立的状態を突

破してゆく契機は製作本能に含まれている。製作本能は、縄文人と弥生

人双方の「自己意識と自己意識の相互承認」を目指す目的論的動因とし

て現象する。かくして、製作本能は統一原理として自らを再出する。

　縄文人と弥生人が、実際の生活過程において、お互いを冷厳に観察す

る機会に恵まれていたことは十分に考えられる。その期間は思いの外、

長きに亘ったかも知れない。その間、米には関心を示し口にもするが、

生業として米の計画的生産には本格的に着手せず、また米を掠奪する素

振りを見せない縄文人の生活姿勢は、彼らの思考習慣が平和愛好的性質

を示すものとして弥生人に理解できたはずである。その弥生人の定住生

活への強固な志向を許容する程度に、縄文人の土地への志向は穏やかな

ものだったのであろう。要するに、縄文人の譲歩によって、土地に関す

る利害の衝突が彼らと弥生人との間では避けられたと推測できるのであ

る。弥生人が大々的に稲作を開始した時には、少なくとも彼らの側から

見て、縄文人の存在は生活上の障害をもたらすとは思えなかったのであ

ろう。

　このような推測が許されるとすると、縄文人と弥生人は、実際上、互

いに歩み寄っていったとさえ考えられることになる。どちらかといえば、

縄文人の方から弥生人の方へと慎重に接近し始め、やがて縄文人は弥生

人の生活環境――稲作で形成され本格的な戦争を含む――に否応なく取

り込まれていったに違いない。弥生人が持つ物質的諸条件に対して、縄

文人の製作本能は高い点数をつけたと考えられるのである。もっとも、

弥生人に歩み寄れない縄文人も少なからずいたであろう。彼らは自分た
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ちの制度的条件の下限――生産力の限界――に合うような物質的条件を

備えた土地に移り住むか、そこに仕方なく押し込められたかも知れない。

言うまでもなく、弥生人たちの物質的諸条件は稲作の生産力に負ってお

り、実質的には生活の糧としての米によって決定されることとなった。

この大局的な事の成り行きのなかで、主として狩猟採集生活者である縄

文人と準農業専従者の弥生人は、平和的共存の実現へと向かっていった

のであろう。西日本では彼ら同士の混血が比較的早く進んだと考えられ

ている。むしろ、弥生人たちで組織する共同体同士の利害対立が深刻化

し、その処理は日常業務と化したと見られもする。さらに推論を続ける

ことにする。

　稲作の付帯的事物として開始した戦争という制度は、縄文時代には未

発達のままであった。再言するが、縄文人たちは自ら、戦争の制度を拒

否した可能性が濃厚なのである。あるいは、戦争の制度をなんとか稲作

から分離できないものかと、彼らの主体的精神は思い悩んだかも知れな

い。恐らく、縄文人たちの精神的エネルギーは、彼らの全世代が生き延

びてきた期間――少なくとも 1万年以上――を通じて戦争の開始を遅ら

せるような方向に充填され、これを上手に発散してきたのではなかろう

か。その対応策を許容しうる程度に物質的諸条件が備わっていたのであ

ろう。狩猟・漁労と採集、石器・土器と骨格器の製作、火の使用、黒曜石・

翡翠などの交易、その他の地道な日々の生活、および精霊の実在を証拠

立てるような祭祀や素朴にして儀典的妥当性が求められる祭礼に、彼ら

の精神的エネルギーは余すところ無く有効に費消されたのであろう。そ

れでこそ、制度的安定が得られるというものである。製作本能は、ここ

では、平和的な方面に向けて人間生活に要するエネルギーが費やされる

ことを尊ぶのである。そのエネルギーは、長きに亘って、戦いの制度に

結びつくことはなかった。その過程では、製作本能の純粋な発現が見て

取れる。だが、弥生時代に入ってから以降に始まったと考えられる本格

的な戦争は制度的情況を激変させた。その後に続く幾多の戦争を含め、

世界史に刻まれた戦争のすべては、平和愛好的精神の純粋な発露ではな
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い。これ以外の精神的成分が渾然一体となって、製作本能の汚染のもと

に、人間生活のなかに実効的に現れ出る機会を得たのが戦争である。

　実際のところ、典型的には近代の戦争は多かれ少なかれ、経済的安定

や繁栄への渇望ないしは経済的難局の克服という国家的事業の副産物で

あった。それらの金銭的事業の遂行が手間取るとともに、国民のなかに

不満が生じて広がってゆく。この不満の解消は、往々にして、愛国的精

神への訴えを通じて行われた。経済的な種々の懸案事項の解決が愛国的

精神に頼るということは、その精神が沸騰し続けることに他ならない。

いわば、野蛮文化の紀律に隔世復帰した制度的情況においては、人も組

織も、国家と個人の関係に対する理性的洞察を避けて通ろうとするのが

常である。もはや、愛国的精神は他者を含まない無反省の契機として外

部に行き場を求めるからである。こうして国家は、製作本能の汚染の客

観的形態として現れる好機を窺い、好戦的になりうる。

　かくして、戦争は、あらゆる純粋な人格が整序され、掠奪的精神のな

かに放り込まれるという精神に対する強圧的な規格化を帯同しながら歩

み出す。やがて、支離滅裂な論理が屍の山を築こうとも、思考停止に陥

る以外に残される選択肢が見出せない程度にまで普通の人々の心身は掻

き乱され、極度の疲弊が彼らを待ち受けることになる。

　このような困難を極める戦争の局面を迎えるに際しては、敵の存在と

その野望が前もって繰り返し語られているはずであるし、そのことに無

関心な人々に対しても強圧的に知らしめられているはずである。これら

の手の込んだ見え見えの準備の甲斐があってのことか、開始した戦争状

態は、当面、継続してゆく。物質的条件の下限に到達しないうちは、平

和的であった普通の人々が掠奪的精神を刺激されることにより、あるい

は自ら鼓舞することによって、戦争はその意気軒昂な外観を呈すること

さえあった。こうして、なんとか戦争状態は維持される。だが、ほどな

く明白な敗戦なり致し方のない終結が後に続き、その反対側の勢力――

戦勝国――とともに和平の実現へと向かう努力が始まる。このなかには

些か感情的な戦後処理が含まれるであろうが、これもまた和平のプロセ
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スとして経験済みのことである。しかし、掠奪的精神によって汚染され

た思考習慣が、その弾性力を発揮しつづける盛期は、殊の外長いと見ら

れる。これもまた制度の累積的変化を構成する。こうして戦争は、現今

まで絶えた例しがない。格段に成長を遂げた殺戮能力が全面的に発揮さ

れる機会を未だ得ていないことが、その理由なのかも知れない。

　遡って、弥生時代における戦争は本格的なものになりはしたが、その

技術的制約性が彼らの命脈を保つことに貢献したのであろう。したがっ

て、生き残った弥生人の掠奪的思考習慣が戦闘への耐性を完全に失うこ

とにはならなかったと考えられる。掠奪文化に取り込まれつつある縄文

人は、その意識の経験を弥生文化の生活過程を通じて繰り返す。このこ

とによって、当初あったものとしての縄文人の意識は、その同質性を破

棄して否定的意識の肯定へと向かうことになる。こうして、縄文人は弥

生人の意識を受け入れて自己同一化を達成する。弥生化された縄文人と

いう内実を持つ規格変更済みの弥生人が、根っからの弥生人とともに新

たな弥生人として再出発するのである。したがって、縄文文化は弥生文

化のなかに、高められて保存される。

　第二段階では、「相互承認」に基づく共同体の建設は後方に遠退いて

いる。共同体内部に生じた意識された対立関係は、外部の共同体にも及

ぶ。外部にある共同体の各々の内部でも、同様の作用が同時に生起し

ている。意識された対立関係が生活過程の自然以外の外部機構――典型

的には地域的小国家という共同体――に向けて本格的に成長を遂げるの

は、弥生時代に入ってから以降のことであろう。とりわけ、弥生時代か

ら古墳時代にかけて各地に形成された地域的小国家の支配権力は、自然

的なものとして認識されることはなかったであろう。そこで、意識され

た対立関係は旧来の制度からの脱出を試みることになる。些か暴力的で

権威主義的な支配過程を通じて、やがては幾らかまともな統治機構を通

じて、その対立関係は新しい制度のもとで発展的解消を目指すことにな

る。意識は、製作本能の監視と指導のもとで、自由に向かう運動を停止

することはない。
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　ところで、歴史上、有閑階級制度が最も発達したのは封建時代のヨー

ロッパや封建時代の日本のような、野蛮文化の比較的高い段階（the 

higher stages of the barbarian culture）の場合である。（17）有閑階級は第三

段階の半平和的文化の段階において出現したが、我が国では江戸時代が

この段階に照応する。江戸時代においては、戦国時代に見られたような

掠奪的な思考習慣ないしは尚武の精神は確かに伏在するが、相対的には

後退する。身分の厳格な差別の法体系による人間的自由の限定あるいは

対外的な経済活動の自由の制限が、制度すなわち思考習慣として定着し

ていたのであった。平和的な状態は、このような自由の制限において実

現された。したがって、第三段階は半平和的な身分の段階と称すること

ができようし、それゆえ、この段階を封建時代として劃すべき妥当な根

拠がある。

　我が国においては、封建時代の精神的媒体――それは負触媒として作

用したのであろう――は、折から鎖国下であったがゆえに、300年近く

に亘って掠奪的精神を沸騰させることなく遣り過ごすに与って力があっ

た。だが、それは沸騰しないだけであって、掠奪的精神は無傷で残った

とも言える。時としてそれは顔を出しもしたが、掠奪的精神が急激な科

学反応を起こすような事態には当面至らなかった。鎖国日本あるいは厳

格な管理貿易制度下の日本に育まれた精神的負媒体は、製作本能の隔世

復帰とでも呼べるような比較的鷹揚な精神状態を追い求めたと見られ、

それゆえ掠奪的精神が一方的に場を得ることはなかった。

　このような制度的情況のなかで、身分に関する非差別的関心という思

考習慣の残滓が、平人――農・工・商――の間での身分移動を比較的容

易にしたと考えられる。だが、中上層の武士と平人との間には、身分に

関する超え難い差別的感覚があり、それは平人相互の間で薄れていた程

度にまでは廃れてはいなかった。但し、武士の下層と平人の上層との間

には相互に身分移動が見られたし、武士が他の職業に変わることも頻々

と行われ、これを大目に見る習慣は身分制度のなかで拡大していった。

この時代の身分と制度は、官学としての朱子学の精神が体現されている
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のであろうが、それらは「士農工商」そのものを厳格に支える思考習慣

に厳然と一致するものではなかろう。「士農工商」の身分制度は職分制

度という側面を含んでおり、また職分制度の側面に重心を移していった

はずである。中世的な身分制度は、それに合致した経済秩序ともども、

江戸時代の全期間を通じて変化のエネルギーを蓄えていった。これが、

江戸時代の制度を変化させる外的動因となった。

　生まれ出ようとしている制度は、社会のなかに伏在している古い制度

と、同じ社会が依って立っている現行の制度との統一物である。そして、

古い制度においても革新的要素は皆無ではないし、現行の制度とて旧態

依然としたものに逆行する諸力――保守反動勢力――を含んでいるので

ある。新しい制度は、矛盾を超克しようとする営為なしには生まれ出な

い。そして、古い制度と現行の制度は、ともにそれぞれ、かかる矛盾の

超克のうえに形をなしたものなのである。矛盾の超克には、やはり製作

本能が働いている。製作本能は、ここでは統一の原理として作用する。

　有閑階級は、平和的な原始的未開文化の段階から次の野蛮文化の段階

への過渡期に、萌芽的状態から次第に顕現してきた。そこでは上層階級

と下層階級の間の職業上の差異が認識され、次いで上層階級に固有の職

業として非生産的職業があること、ならびに下層階級に生産的職業があ

ることが、異なる両階級の諸職業における自己同一的なものの抽象から

認識されている。

　これらの自己同一的なものの基底には、一層の普遍性が存在するであ

ろうが、これが製作本能である。生活環境や伝統が、ある者を他の者に

対して能力の点で比較するという習慣を導き出す場合には、製作本能は

人々の間の顕示的もしくは差別的な比較となって現れる。（18）また、そ

のように現象する製作本能は実在性を持った感覚であり、自立的な自己

運動を生起する本質であると考えてよいであろう。ちなみに、ジョン・R・

コモンズ（John R. Commons）によって、製作本能は何か究極的な目的

を達するための方法や手段に関しての妥当性の感覚である、（19）と説明

されている。
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　ところで、ヴェブレンは諸事実の間に区別を設ける習慣の根拠を、究

極的には製作本能に求める。この習慣は、未開民族、野蛮民族および現

代の金銭的思考習慣を持った民族――未開民族や野蛮民族の古代的特性

に時として隔世復帰する現代人――のいずれにおいても認められるであ

ろう。このような意味において、共通する意識作用という本性を製作本

能は持っており、それは個人心理学を超えた特定の心理学――集団心理

学や民族心理学――で取り扱う主題に当然抵触してくるであろう。（20）

　第四段階への突入とともに、封建的な身分制度は解体に向かって急転

するが、その解体に向かわせ拍車をかけた諸力が、かかる制度を跡形も

なく粉砕したと確言するには留保が要る。我々は現今においてさえ、身

分制度の深刻な残骸に出くわす日常生活の局面を知っている。また、忌

み嫌われるこうした経験との遭逢に加えて、所有権制度の出自が掠奪結

婚に求められるとなると、身分についての自由な感覚の成長が、雲散霧

消したはずの制度的枠組みを超えることはなかなか難しいと見られる。

　やがて、所有権制度は法律によって遵守されることとなった。実質あ

るものとして確定した所有権制度は、それと表裏一体の自由競争制度と

ともに、金銭文化段階にある資本主義社会を下支えしている。この社会

においては、金銭的競争（pecuniary emulation）が全面的に現れる。も

とより、江戸時代においても金銭の遣り取りを媒介とした経済活動が相

当活発に行われていたし、資本主義の萌芽をこの段階に求めることもで

きるほどである。産業革命（Industrial Revolution）を未だ経験していな

い時代であっても、決して経済的停滞の時代ではなかった。江戸時代に

おいては、勤勉革命（Industrious Revolution）が成し遂げられていたと

さえ言われている。（21）

　第四段階すなわち現代の資本主義時代は金銭文化の時代である。この

段階においては、金銭こそが社会的実力の証拠物件となっている。金銭

は他人に対して顕示されることで実力が推し量られ、またその効果的使

用が奏功した折りには、高い点数が付けられる。ここでの効果的使用と

は、無駄な支出を避けることではない。むしろ、それは浪費的濫用の意
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味合いを持つ。たとえば、「爪に火を灯す」生活は経済的苦境を乗り越

えるという本来の目的を満たす以外にも、物質的欲望の制御と空腹の克

服とを通じて精神修養付の痩身作業にはもってこいであろうが、そのよ

うな生活実態――半自発的窮乏生活――は、社会的実力を知らしめるに

は否定的な効果しか持ち得ない。金銭が社会的実力の証拠物件となるた

めには、金銭を浪費する習慣を自ら鍛え上げ、金銭を浪費する現場から

競争相手を撤退させねばならない。そうすることによって、ヴェブレン

が言う金銭的競争は日々の生活を彩り、この競争に参加することは人生

の成功体験を手っ取り早く得るための登竜門にして凱旋門の如くに考え

られることになる。人々は挙って金銭的競争の困難さのなかに身を置き

つつ、その勝利者を目指すことになる。また、彼らは、このことに何ら

の後ろめたさを感じないで済むようになる。ひいては、個人といわず営

利企業といわず、あらゆる経済主体が挙って、金銭的競争の渦中に放り

込まれる可能性がある。この金銭的競争も製作本能の現れである。ここ

では、製作本能は差別の原理として再出している。製作本能の汚染とい

う現象が見られるのである。

　ところで、ヴェブレンによれば、金銭的競争とは、「金銭の獲得にお

いて他人を上回ろうとする名誉のための競争」である。これは、第一

段階の生活過程の特徴である生存競争と好一対をなしている。（22）但し、

金銭的競争は生存競争と同じではない。金銭的競争は「人間対自然」の

間で行われるものではなく、「人間対人間」の果てしのない競争である。

「人間対自然」の間で繰り広げられる生存競争は、共同体の成員の生死

に関わる大事である。生存競争の渦中にある者は、その生命の危機が遠

ざけられ安全が確保されるにつれ、彼らを取り巻く競争状態は収束に向

かい、当面の間、その停止状態が維持されるであろう。しかし、金銭的

競争は、その望むべき成功の指標に唯一的な安定点は存在しない。到達

点は直ぐさま出発点に転化するのであって、そこからの撤退は、たとえ

軽微なものであっても、当事者にとっては深刻な事態であると解される。

深刻なという意味は、恥ずかしくない生活水準からの撤退がもたらす体
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面の問題、すなわち撤退したその時以降に彼らが受け止めねばならない

精神的状態の著しい低下を指している。

　金銭的競争は固有な意味での有閑階級ばかりでなく、その水準に達し

ていない大多数の人々にとっても、多かれ少なかれ、そのなかに放り込

まれた資本主義経済社会を特徴づける顕著な制度であることを、我々は

忘れてはならない。金銭的競争に狂奔する人々の熱狂は掠奪文化の時代

の思考習慣への隔世復帰であって、愚かな振る舞いとの謗りを免れない

であろう。というのは、金銭的競争へと狂ったように駆り出される有様

は、撒き散らかされた有閑階級の思考習慣の断片を拾い集めるかの如く

に見え、それはまた、あらゆる経済的諸力が浪費に費やされることでも

あり、さらにまた平和的で安定的かつ持続可能な経済社会に到達するた

めの文化を生み出す真摯な努力から、途方もなく懸け離れているからで

ある。

　現行の社会は営利企業を推進力としており、そのもとで営利原則が支

配する金銭的制度の情況である。この稼働中の社会で奮闘中の人々のな

かに、第一段階に見られた人々の思考習慣とは相容れない様相を大量現

象として見出すことができる。第四段階のうちでも昨今の文化的行程は、

とりわけ金銭的思考習慣に色づけされた人々、またそのような意味合い

において「顔なし」――金銭的得失以外に関心を示さないような没個性

的な個人の機械的集合体を指示する蔑称――で形成される金銭文化の揺

るぎない情況である。それゆえ、金銭的人格を徹底的に備えた人々に対

して「相互承認の理論」の適用を試みることや、彼らによって今のとこ

ろ維持されている社会に対して共同体の純粋な発展形態を見出すこと

は、ヴェブレンの見地に与する者のなしうところではない。ヴェブレン

であるならば、ヘーゲルの『精神現象学』（Phanomenologie des Geistes, 

1807）の特定の文脈を借用して、「顔なし」で形成される共同体を次の

ように説明するかも知れない。

　現今の資本主義経済社会は、自ら共同体精神の破壊作業中である。こ
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の社会という舞台では一応、人々は活気に満ちているかに見える。そ

の理由は、現存の資本主義経済社会が、トマス・ホッブズ（Thomas 

Hobbes）的な闘争の場になり果てているからである。だが、血生臭い

武力闘争そのものが、この社会に活気を与えているのではない。何気な

い日々の生活過程に染み込んだ「金銭的競争」として、その表向きの活

気を現出しているのである。人々の一様に高く掲げた志は金銭獲得の実

現であって、同じ志を持つ他人との抗争に明け暮れる過程から抜け出す

ことはできない。この志を遂げようとする生活過程そのものが公共の秩

序と称せられるものであるが、これこそ全社会的な反目の状態にほかな

らない。その志は成就したところで、そこで満足するようにはできてい

ない。各人の同じ志が次々に同じ志の前走者を追随して行き鬩ぎ合うと

いう、その場限りの力の戯れを現出しているにすぎない。自己に対する

微弱化する否定の力は乏しさを増す知性と相和し、各々の人間の空虚な

精気に結実している。それゆえ、現存の資本主義経済社会は闘争の場で

あるにもかかわらず、一見、そこでは穏やかに時が推移してゆくかに見

えるのである。（23）

　共同体の意志としての自由は、持続する一定の構造を持つ。構造と

は、現実の秩序を形成する自由の意識が、各種の権力機構に分岐する過

程を指している。この過程によって、自由は存在する実体になると同時

に、自由は特定の個人にのみ留まることができずに分離してゆく。それ

ゆえ、自由は多数の個人を多岐に亙る分節に分かつことになろう。（24）

種々の分節に分かれた個別的自由は、その立場において市場に参加する。

市場では個人と個人、集団と集団および個人と集団との間を金銭が取り

持つ。この実在的な関係性が機能する市場において、金銭的利害は不特

定多数の人々によって調停を目指すことになる。その過程と結果は、随

時、奔放な価格の運動によって表現されるから、この意味で市場は無政

府的権力機構の様相を呈する。この市場を内在化したのが価格体制（price 

system）であり、まずもって現今の社会が価格体制であることは疑い得
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ない。

　この価格体制における公共的秩序を根本から維持し貫徹する論理は、

相互承認ではなく相互牽制である。相互承認が相互牽制と異なるのは、

それが製作本能と親性本能に基づくからである。これに対して、相互牽

制は製作本能と掠奪本能に基づいている。そこでもし、相互牽制によっ

て共同体と称するものの平和の確立と維持が図られるとするならば、そ

の企図は、かかる共同体が内包する不和に依って立つことになろう。同

様に、この論理からすると、国際的不和の元となる種々の利害対立でさ

え、国際平和を建設するうえでの何某かの手助けとなろう。

　なおまた、相互牽制のもとで行われる予定のものとして、「友愛精神」

（“a spirit of fraternity ”）の実現があげられる。この精神に基づく一連の

方策が価格体制の内側に久しく留まってから終息を見るか、外交の舞台

において比較的小規模ないしは短期間のうちに停止するか、あるいは個

人的取り組みから出発して崇高な精神的努力として結晶化するかについ

ては見当が付きかねるが、その言葉自体は高らかに喧伝されて然るべき

であり、またその目指すところは相互牽制のもとでさえ受容される資格

なり可能性を有するかに見える。そして、国際的不和がもたらす緊張が

非暴力的管理のもとで沸騰せずに済まされる程度のものであるならば、

またその場合に限って、「友愛精神」は国際社会で広く、しかし浅く受

け入れられる可能性がある。もっとも、当初の熱意なり意気込みからす

ると「友愛精神」は高潮に達して然るべきであるにもかかわらず、その

先に期待されるべき「友愛社会」の建設ともども、些か尻窄みに終わる

公算が大きい。あるいは、その可能性を捨てきれない。だが、ここはま

ず、「人の命を大切にし国民を守る」ことが為政者としての立派な心構

えであることを、国民の一人として称えるべきなのであろう。確かに、

その言句は、比較的耳慣れているはずのものにしては清新な印象を多く

の国民に与えたかも知れない。それゆえ、図らずも今般、為政者から特

定の国民に対して、次いで恐らくは特定の国民から為政者に対して、朧

気な「友愛精神」が沸き上がったかのようである。ともあれ、内外の経
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済的および政治的環境、さらには軍事的懸念や脅威の存在等々の情況か

らして、現行の金銭文化のなかの「友愛精神」は相互承認とは軌を一に

しないものだけは確かなようである。

　比喩的言説が許されるならば、価格体制の内側には、市場という基壇、

経済的立法という列柱、さらには同種の金銭的構造材や部材とで大伽藍

が建立されたのである。それは、資本主義の顔と言われるべきものに成

長している。大伽藍の内部では、いわば金銭による「聖化」を成し遂げ

ようとするかの如く、今後とも、一様な顔つきの人々が蠢き続けるであ

ろう。金銭的思考習慣に埋没する者同士の相互牽制で生き存える社会が、

その内部で自由の意識を再生させる勇気を持ちうるか否か、藻掻いてい

る最中なのである。同様に、「友愛精神」の実現も、産みの苦しみを味

わうことだろう。

　実際のところ、アダム・スミス（Adam Smith）がその著『道徳情操論』（The 

Theory of Moral Sentiments, 1759）で示した道徳原理は、市場という金銭

的利得の調停現場では取るに足らないものになってしまったかに見え

る。だが、アダム・スミスが言う「適正の感覚」（“a sence of propriety”）

や「同感の原理」（“the principle of sympathy”）が自由の自己実現に力を

与えるとするならば、その理論的筋道を特定の先入観に留意しつつ再検

討することは、多大な意義があると言わねばならない。むしろ、現下の

価格体制においては、経済生活の反省を道徳的観点から押し進め、また

その仕組みと規則とを学び取ることが肝要となろう。このような方策な

くして、「友愛社会」は、その端緒すら開くことができない思われる。

この点については、アダム・スミスは有効な処方箋を示しているように

思われる。

Ⅳ

　先述したように、まずもってヴェブレンの経済学は、制度の対立・矛

盾および不均衡を暴露する理論であった。ヴェブレンは、形式論理の制
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約を突破したところに進み出て、そこで初めて制度の「現実的対立」―

―相互作用を惹起する実際の対立――を彼の経済学に取り込んだ。この

経済学では形式的な論理構造は生命を持たないから、「抽象的対立」―

―対立物同士の内部に他項の影響が入り込まない対立――は「制度の運

動の理論」を構成する諸要素から排除された。それでこそ、ヴェブレン

の経済学は、制度の「現実的対立」の克服を目指して自己を展開してゆ

けるものとなった。こうしてヴェブレンの経済学は「制度の運動の理論」

としての弁証法的な構造の実質を備え、現実の経済社会を生き生きと捉

えることができた。つまり、ヴェブレンは制度の動態的変化を捉える理

路を、彼自身の進化論的経済学（evolutionary economics）で切り開いた

のである。その際、ヘーゲルの弁証法が有する目的論的な傾向は、ダー

ウィンの進化論思想の立場から改修された。ヘーゲルにおいては、発展

と進化の過程は円還運動を経験する自己認識の過程であり、この意味で

自己完結的である。ヴェブレンはこの目的論的傾向を、ダーウィン的な

進化の過程――因果系列の無目的な連続性――の立場から否認したと見

て取れる。

　ヴェブレンによるヘーゲル弁証法の目的論的傾向の否認は、形式的な

ものではない。それはヴェブレンの経済学批判の実質的部分を構成する

と考えられ、同時に彼自身の経済学の独自性と密接不可分なものと考え

られる。ヴェブレンの経済学は、「現実的対立」を取り込んだ、真の「制

度の運動の理論」となっているのである。それゆえまた、彼は必然的に

一連の経済学批判を展開せざる得なかったのであろう。結局、ヴェブレ

ンが俎上にあげた幾多の経済学は、「抽象的対立」すなわち「問題の個

別的な取り上げ方」に各々習熟する分類学――非進化論的経済学――と

される。アダム・スミスの経済学も、この例外ではないのである。

　このアダム・スミスの経済学を、ヴェブレンの経済学との比較のもと

に捉え直す試みは、両経済学の間の方法論的差異を明確にする点で、学

問的に興味深い。そのような研究に着手する際に我々は、検討を要する

複数の事項に直ぐさま気づくであろう。それは恐らく、研究上、慎重を
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要する事項と重なるはずである。ともかく我々は、ヴェブレン経済学を

アダム・スミス経済学の枠組みに押し込めることに研究努力を傾注する

よりも、あらゆる経済学が持つ歴史的被制約性を見失わないよう、努め

て理性的精神を発揮しなければならない。そうでなければ、真に主体的

な研究は成し得ないであろう。ささやかな本稿の研究にしたところで、

事情は異ならない。したがって次に、検討を要する事項を幾つかあげて

おくことにする。

　（a）アダム・スミスの『諸国民の富の性質と原因に関する研究』（An 

Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776）は、ヘー

ゲル 5歳時の出版物である。このことから、ヘーゲル弁証法の所産とし

てのヴェブレンの「制度の運動の理論」をアダム・スミスの当該書物に

見出すことは不可能である。それゆえまた、「制度の運動の理論」の根

底にあるヴェブレン経済学の本質としての製作本能を、アダム・スミス

経済学に求めることも困難である。

　（b）アダム・スミスを取り巻く知的環境の精査が求められる。その際、

万が一、ヘーゲル弁証法と同質的な論理に逢着したなら、アダム・スミ

ス経済学に対するその影響を論定しなければならない。しかし、この知

的作業もまた困難を極める。頼みの綱となるべきは、イマヌエル・カン

ト（Immanuel Kant）の「統覚」――意識の自覚的な統一性――である

かも知れない。しかし、「統覚」はカントとヘーゲル弁証法との関係を

論ずる点では重要性を持つものであったとしても、アダム・スミスとヴェ

ブレンの二つの経済学の内面的論理を貫徹するものとは考えられない。

　（c）ヴェブレンの「制度の概念」（25）の検討は、これを避けて通るこ

とができない。それは論理的な構造を持つと同時に、極めて現実的なも

のである。制度は環境に対する個人の側からの受動的な適応過程の産物

と見えるが、実は制度は環境に対して能動的に働きかけているのである。

このことによって、制度は時として環境そのものの変化を劇的にもたら

す。実際のところ、制度と環境との相互作用を通じて、両者は常に互い
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に変化を遂げつつある。そこには運動の基体としての制度の能動的本性

が窺えるであろう。この制度は、人間社会に渦巻く錯綜した相互作用の

只中においてさえ、その本性を発揮する。その際、制度は個人的なもの

でありつつも、その能動的本性から社会性の獲得に向かう。そして、い

かに自由に振る舞おうとも一定の制度の下では自己規制的な存在である

べき個人が、自ら制度的制約を突破することも稀ではない。そして、現

行の社会的枠組を一気に過去のものに追い遣る制度変化の大量現象――

性急で大幅な社会変化――が引き続いて起こることもあった。それゆえ、

制度変化の実質は、人間性の変化を通じて社会の変化がもたらされるこ

とに見出されるべきであろう。

　ところで、ヴェブレンは制度をもって、思考習慣（habits of thought）

であるとしている。個人と社会という両極性の統一物としての側面を、

思考習慣という言葉は適切に言い表している。ここに言う思考習慣は「個

人的なもの」と「社会的なもの」という対立する契機のもとにおいてあ

り、ダイナミズムを含んでいるからである。ここにヴェブレンの制度の

本性というべき内実が示されており、また人間を能動的に説明する基本

原理の性質を良く表している。この原理においては、アダム・スミスに

見られる精霊論的先入観は存在することができない。したがって、ヴェ

ブレンの「制度の概念」の先蹤をアダム・スミスの所説に見出すことは

限りなく不可能である。

　（d）ダーウィンの進化論の思想的影響は、アダム・スミスの経済学に

は求められない。ダーウィンはアダム・スミスの死後 19年を経て生を

受けたし、『種の起源』（On the Origin of Species, 1859）の出版は、さら

に後のことだからである。したがって、ダーウィンの進化論は、アダム・

スミスの経済学とヴェブレンの経済学とを同一平面に置く思想的根拠と

はなり得ない。但し、アダム・スミスの「自由競争」が、ダーウィンの

説明する生物世界の様相と外形的に類似していることは事実である。ま

た、ダーウィンの「生物世界の生存闘争」は、これを人間社会の有り得

べき説明に充てることの害悪にヴェブレンが気づいていたことは、牢記
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しておかねばならない。それゆえ、アダム・スミスからダーウィンへと

いう経路、別してダーウィンからヴェブレンへという経路に限って、思

想的脈絡があることは認めておかねばならない。なお、私見によれば、

ヴェブレンの経済学はダーウィン以外の進化論の影響を受けている。（26）

　（e）アダム・スミスの予定調和の学説は、「不均衡や対立・矛盾を暴

露する理論」としてのヴェブレン経済学と、如何にしても折り合いをつ

けられないであろう。別言すれば、アダム・スミスの「見えざる手」か

ら予定調和の帰結に至る学説を少しも改変することなく、精霊論的・目

的論的先入観を排除しつつ弁証法的に再編成する企ては、全く成就しそ

うにないと思われるのである。この先入観の否定は、取りも直さず、ア

ダム・スミス経済学の全面的否定となるからである。つまり、これらの

先入観は、アダム・スミス経済学が依って立つ土台なのである。

　（f）アダム・スミスとヴェブレンは、彼らの中心問題を共有していない。

アダム・スミスが『諸国民の富』の体系を確立する直前の時期は重商主

義の解体期であったが、ヴェブレンが活躍した時期は独占段階のアメリ

カ資本主義である。それゆえ、ヴェブレンは独占段階のアメリカ資本主

義の性質と機能とを主要な研究課題としたのであった。そこでヴェブレ

ンは、「無形資産の資本化」の大量現象に気づいた。ちなみに、アダム・

スミスは「富の生産」を中心問題としており、彼の資本概念は古典派経

済学者の枠内に留まっている。（27）アダム・スミスの資本主義の世界は、

金融資本主義のそれではないのである。

　贅言するまでもなく、ヴェブレンの「制度の運動の理論」においては、

制度の現実的側面が重視されている。このことをもって、プラグマティ

ズムの思想傾向の顕現であるとする見方は、一応、妥当性を持つ。だが、

そうした見方だけでは十分ではない。ヴェブレン経済学の本性を先入観

を排して見定めようとするなら、そこには別の知性的要因が伏在するこ

とに気づかなくてはならない。実は、彼の「制度の運動の理論」を精査

することによって、その要因は探り出される。
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　ヴェブレンの「制度の運動の理論」には、そもそも特定の哲学的訓練

の優位が示されている。その具体的形式の好例は、ヴェブレンの経済理

論のなかから剔出できるのである。それはまずもって、彼の資本概念を

措いて他にない。それゆえ、ここではヴェブレンの資本概念を取り上げ

て、若干の私見を呈したいと思う。そもそもヴェブレンの経済学の全体

にしても、その有機的部分にしても、彼の哲学研究の成果が投影されて

いないものはないとさえ思われるし、従来の形式論的な解釈なり問題の

取り上げ方では彼の経済学の本質的意義を理解できないであろう。そこ

で、以下に予定される議論の行程は、かつて私自身が取り上げたヴェブ

レンの資本概念をめぐる諸研究（28）の一端を再説しながら、彼の経済学

の全体像の把握を目指して進行することになる。

　ヴェブレンが活躍した時代の経済社会は、アダム・スミスの時代のそ

れとは大きく異なる。ヴェブレンが目の当たりにした経済社会は、実物

経済を中心としたスミスの時代の資本主義から、高度に発達した株式会

社金融制度によって特徴づけられる資本主義へと変容を遂げた社会で

あった。それは信用と企業金融が支配する資本主義であるから、金融資

本主義と言われる。ここでは、「貨幣価値の蓄積」としての資本が、そ

の機能を全面的に発揮する。産業上の工場設備や原材料は実物経済を特

徴づけてきたが、いまや、それらは利潤を生む能力を基準として資本化

されることとなった。

　利潤を生むための投資は企業者の目的と投資家の便宜的理由に多く基

づき、産業の現場で起こる諸問題の調整等々の非金銭的要請なり急務を

熱心に吸い上げることなく実行されるのが通例である。投資家が行いう

る産業の現場の考慮は、主として、それが資本化に少なからず貢献する

と考えられる場合になされる。それゆえ、投資は産業の現場からの遠近

の別なく、企業者の金銭的な目的のもとに執り行われ、その主たる役務

が恒常的に遂行される。それは戦略的判断のもとで、慎重かつ果断に行

われねばならない。また、そのような慣行になっている。こうして、投

資は価格体制に良く馴染んだ一定の金銭的取引を構成している。
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　企業の目的にとっては、あらゆる取引の最後の基準は貨幣価値によっ

て示される取引の成果である。資本価額の形成は、事業経営にとって実

効的になされるべき金銭的急務となっており、収益力の資本化を通じて

なされる。収益力を構成するものとして、当該企業の「のれん」（good-

will）は、これを欠くことができない。これは、「非物質的富」あるいは

「無形資産」を含むものである。「のれん」はまた、排他的利益を生むよ

うな便宜性を具備しており、さらに排他的利益を独占的に維持するため

に行使される非公式権力を含んでいる。そこで結局、ヴェブレンは、現

行の資本概念を特徴づけるものを「のれん」とするのである。

　先に述べたように、ヴェブレンは、あらゆる事物をその本質において

捉える。ヴェブレンにとって眼前の事物は、製作本能という本質から派

生した現象形態である。「のれん」を取り上げるに際しても、ヴェブレ

ンのこの基本姿勢に変化はない。いわば、「始元としての有」が製作本

能であるならば、その生き生きとした根源的存在のもとに派生した「の

れん」は「広義の有」と言えるであろう。したがって、「のれん」は、

それ独自の生命を持っているのである。「のれん」は現象することをもっ

て収益力の基礎を構成する。ここでは、事物としての「のれん」はヴェ

ブレンによって、その存在と現象の形態とが統一的に捉えられている。

ここで忘れてはならないことは、「のれん」は差別的利益を生み出すも

のであり、また社会的厚生の維持・向上に抗する可能性があるというこ

とである。これは「のれん」の否定的側面であり、製作本能の格率が「の

れん」の因習的取り扱いにおいて金銭的規準を体現することの好例であ

る。このような理解に立つと、「のれん」が含む内面的な論理を意図的

に捉えるヴェブレンの知的営為は、反省の論理に基づくものと解釈され

るであろう。したがって、それはまた、ヘーゲルの「本質論」を想起さ

せる。

　ところで、いわば「無形資産」としての性質を有する「共同体の共有

財産としての技術知識」は、知性の媒介によって入手可能な物的素材を

価値増殖の基体に転化させる（29）ばかりでなく、これによって共同体の

法学26号本文_5校.indd   63 2010/03/04   15:59:50



64

生活基盤の形成と存立に寄与しうる。それゆえ、そもそも平和愛好的な

精神ないしは非差別的関心それ自身が、原始的未開文化の段階における

「無形資産」としての実質を持ったと言わねばならない。技術知識に目

的を与える知性が素朴ながら顕在しており、その機能を発揮したと見て

取れるのである。

　この原初的で純粋な「無形資産」は、やがて営利企業を推進力とす

る経済社会のなかで金銭的な規準ないしは評価を受容せざるを得なく

なる。事態のこのような推移に加えて、無形資産による有形資産の獲

得、あるいは有形資産による無形資産の新たな創造という経済社会の変

貌は、資本の性質を根源的に問い直す学問的動機をヴェブレン自身に迫

るものであったに相違ない。かくしてヴェブレンは、説明されるべきア

メリカ資本主義の経済的諸条件と密接な関係を有する資本概念にこそ有

用性を認め、こうした観点からジョン・ベイツ・クラーク（John Bates 

Clark）とアーヴィング・フィッシャー（Irving Fisher）の資本概念を、

その一連の研究論文で批判の俎上に載せたものと見られる。（30）なお、

この理由とは別に、ヴェブレンによって行われた資本概念の研究には確

固とした動機が認められる。それは次の通りである。

　ヴェブレンは現行の金銭文化段階における資本の性質に焦点を当てる

際に、奥深い哲学的研鑽に基づく知見とダーウィンの進化論思想との総

合のもとに、その発生学的な研究過程を辿った。このことは、ヴェブレ

ンが彼独自の思想的立場において資本の根源的性質に迫った内実を示し

ている。それゆえ、ヴェブレンの立場においては、文化段階の相違を等

閑に付して経済生活の諸要素を分類学的に整理する研究は、形式論理の

範囲において許容されるに過ぎない。ヴェブレンがこの種の研究に着手

しなかったのは当然なのである。ヴェブレンは、経済学をもって人間の

生活体系に関する発生学的研究でなければならないとしている。（31）こ

のことから了解できるように、彼の進化論的な基本姿勢はどこでも堅持

されているのである。それだからこそ、ヴェブレンは原初の資本概念を

探究し、「共同体の共有財産としての技術知識」にまずは想到し、ここ
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から資本に関する一連の論議を進めていったのである。「共同体の共有

財産としての技術知識」は、やがて、有形のものとしての資本に自己を

実現することとなる。ヴェブレンによる資本概念の批判は、このように、

資本に関する極めて生産的な論議が含まれているのである。そこで、い

ま少し、ヴェブレンの所説を精査してみよう。

　原始的未開文化の段階においては原初的な産業技術の状態に規定され

て、実質上、追求すべき個人的ないしは私的利得は存在しなかったであ

ろう。それゆえ、共同の利益となりある者の損害とならないように労働

の多くを協力して行った、（32）とヴェブレンは見る。このヴェブレンの

指摘は、原始的未開文化の段階にある人々が共有すべき理性に、ヘーゲ

ルの「自立的な存在者」を感得することができる点で興味深い。ヘーゲ

ルにおいて「自立的な存在者」は、理性的な自己意識が自己実現されて

いる。つまり、ある者が自立的な存在者であるときにのみ、他の者もま

た同時に自立的な存在者となる。この「自立的な存在者」は、原始的未

開文化の段階にある人々の共同体精神を言い当てていると考えられる。

さらにまた、共同体がそのような個々人の行為によって成り立ち個々人

によって作り上げられたとするヘーゲルの主張（33）は、ヴェブレンの指

摘と異なるところがない。

　原始的未開文化の段階についてのヴェブレンの如上の見地から直ぐさ

ま了解できることは、「共同体の共有財産としての技術知識」が外的に

設定している限界である。いうまでもなく、それは原初的な産業技術の

状態のことである。実は、このことが、「共同体の共有財産としての技

術知識」をそのものたらしめているのである。つまり、「共同体の共有

財産としての技術知識」は、その自己の規定性を内在化しているのであ

る。したがって、「共同体の共有財産としての技術知識」のかかる規定

性が変化するならば、同時に「共同体の共有財産としての技術知識」自

身が変化せざるを得ないことになる。現行の資本なり「のれん」の出発

点が「共同体の共有財産としての技術知識」に求められるとしても、そ

れらは自分自身の規定性をもって自己たり得ていることになる。資本の
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性質は変化するし、今後も、その可能性がある。考慮すべき重要なこと

は、外的な限界を突破して成長を続けてきた資本を、その内在化された

規定性の累積的変化の視点から連続的に捉えることである。このような

視点に立つことによって初めて、資本の実体を、その変化する概念の運

動として扱うことが可能となる。

　では、現行の資本としての「のれん」の規定性とは何であろうか。そ

れは、「のれん」の収益力である。進歩した近代的な企業慣行におけ

る資本は、「推定収益力の資本価額」（“capitalized presumptive earning-

capacity”）を意味する。この資本価額のなかには、当該事業会社の産業

設備は言うまでもなく、「のれん」によって基礎づけられる信用拡張の

用益権が含まれる。（34）それゆえ、ヴェブレンは次のように述べている。

　「伝統に囚われない株式会社金融が示すような現代の企業情況では、

資本と信用拡張は、事実上、常に必ずしも区別されないし、またそれら

のものが区別されるべき執務上の決定的理由は、少しもないように思わ

れる。『資本』は、価値によって表された『推定収益力の資本化額』を

意味する。そして、この資本化額は、あらゆる実行可能な信用拡張の利

用を含む。」（35）

　このように現行の資本は、その収益力なくしては立ち行かないもので

あることは言を俟たず、また資本は収益力と同義のものとして考えられ

ねばならない。資本還元された収益力は信用拡張の過程に自ら歩み出る

ものとなっており、その結果、信用拡張が資本たりうるための規定性と

なっているのである。この規定性の外延には、検討を要する資本の性質

が生じている。その実情は次の通りである。

　莫大な生産能力を有する近代の機械制産業の下では、産業の指揮官た

ちはその戦略的見地から、過剰な生産能力の意識的撤収――産業施設の

遊休化ないしは破棄もしくは稼働率の低減という意識的抑制工作――を

通じて金銭的利得の確保ないしは金銭的損失の回避を企てる。これがい

わゆる「資本家のサボタージュ」（“capitalistic sabotage”）ないしは「効

率の意識的撤収」（“conscientious withdrawal of efficiency”）である。これ
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は現行の文化段階が含む顕著な趨勢である。それゆえ、資本の性質は、

当然のことながら価格体制の下で金銭的かつ差別的要素を含むものとし

て、批判的に検討されねばならないであろう。資本はその所有者による

上述のような常套手段を通じて一定の金銭的成功をもたらすことがある

が、それとて社会全体の厚生の増進に直結しないばかりか、社会的諸資

源の浪費をもたらしかねないからである。浪費は、それが生み出す金銭

的負荷に対して我々庶民が耐性を発揮する程度に収まるならば、営利企

業は「効率の意識的撤収」も辞さずに差別的利益の確保に回るであろう。

こうして、浪費に対する因習的無理解が制度化される。このような制度

的情況のもとでは、浪費からの脱却やその軽減に向かうべき社会的施策

の有効性は、その精査なり真面目な議論を潜り抜けても、説明し難い疑

わしさが払いきれなくなる。制度は現有のものに留まろうとする力を

持っており、浪費を通じて形成される制度が社会変化に対して一定の疑

念や保守性を発揮することになりかねないのである。経済的攪乱は大い

に経験済みであるにもかかわらず、制度への理不尽な愛着は、今後とも

それらと浪費とを切り離して考える潜在的な力を失わないであろう。こ

れこそが、浪費に対する因習的無理解という、制度が持つ効果である。

　現行の金銭的契約体制のもとでは、資本の論理によって与えられた金

銭的義務の履行は神聖なものとされており、ここに自然的自由の教義は

自らを改めて経済生活のなかに体現したと見られる。その概貌は形式的

な神聖さを備えているが、その実質は金銭的契約関係に関する日常業務

である。この不可侵の金銭的契約体制において持続可能な社会の建設が

推進されねばならないのであって、その逆ではない。それゆえ、少なか

らず資本の浪費的使用を通じて、来るべき社会の建設が図られねばなら

ないことになる。

　私はこの際、この金銭文化の体制の遙か遠方に現れ出る予定の文化段

階において、「共同体の共有財産としての技術知識」という資本の本質

が知性のもとに再出されることを、ヴェブレンならずとも期待したい。

まずは価格体制のもとで、その資本概念を反省することが肝要である。
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　見られるように、歴史的および現実的な視点に基礎づけられたヴェブ

レンの資本研究が含む所論は、人間の生活体系に関する発生学的研究の

一環であることを示している。「共同体の共有財産としての技術知識」

は言わば無形資産として発生し累積的成長を遂げてきたが、現今におけ

るそれは、金銭的圧力に抗しきれない文化的局面に曝されている。こう

して「共同体の共有財産としての技術知識」は、金銭文化の経済社会に

馴染んでいる。つまり、原始的未開文化の段階の無形的な技術知識が常

に主として共同体を維持することを通じて存在してきたのに対して、現

今の価格体制における無形資産は資本化額と差別的利益の決定に関与

し、もって巨大な営利企業それ自身の存亡を左右するものになったので

ある。したがって、それは国家の盛衰にもかかわるものになった。この

ような急場に臨んで気をつけておくべきことは、財産の不可侵を愛国心

に訴えようとする習慣が往々にして沸き上がり、昂揚した気分が政府の

急場凌ぎの施策に対して庶民の側で闇雲な高得点を与えてしまう可能性

が出てくることである。ヴェブレンは、「代議制政体は、概して、企業

利益の代弁者を意味する」（36）と指摘している。無形資産を含む資本―

―営利企業を含む――の過度な営利追求の動向は、ヴェブレンならずと

も、注視されるべき性質を依然として含むものと認識すべきであろう。

現行の資本は、その概念の規定性に差別的な性質を混入させたことは疑

い得ない。この意味で、資本は「金銭的な汚染」を被ることになった。

後退した機械過程の紀律が、資本の規定性の外部に投げ出されたのであ

る。

　ここで私は、価格体制のもとでの資本をめぐるヴェブレンの論議の重

点が有形資産から無形資産に移行していることを、改めて牢記しておか

ねばならない。このことは、物的財貨の生産が種々の無形資産を複合的

に随伴するという経済社会の動向を反映している、と見るべきであろう。

無形資産のなかには、確立された慣習的業務関係、正直な取引の評判、

営業権や特権、商標、銘柄、特許権、版権、法律や秘密によって守られ

ている特殊工程の排他的使用、特定の原料資源の排他的な支配などの、
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いわゆる「のれん」が含まれる。（37）

　但し、無形資産の諸項目を如上のように掲げただけでは、ヴェブレン

の真意を掴み損なう恐れがある。たとえば、無形資産と有形資産をめぐ

るヴェブレンの考え方は、形式論的な接近方法を採用する限り、分類学

的範囲のものから多くを出ないと思われるのである。そうした問題の取

り上げ方は、哲学的素養の欠如が製作本能の正しい理解を妨げるのと同

様に、ヴェブレン経済学の研究に多くをもたらさないであろう。そこで、

こうした陥穽を避けようとして迂回的なヴェブレン経済学の研究――哲

学の影響を論定せず進化論思想を一面的に持ち上げてヴェブレン経済学

への接近を図る研究――により代替して済ますこともできようが、それ

は精々のところヴェブレン経済学の現行の研究水準を維持することにの

み紙幅が費やされることになり、時間と労力等々の無駄となる。したがっ

て、私は自分自身の哲学的訓練の欠如から未展開のうちに抛擲していた

問題を次に取り上げ、せめて一言をなすべきであろうと思う。それは、

ヘーゲル哲学の適用として、有形資産と無形資産に関するヴェブレンの

考え方を整合的に捉え直すことである。そうすることにより、これらの

資産概念が渾然一体となり、それをもって真に深くヴェブレンの資本概

念の実体を精確に掴み取ることができるであろう。よって、その資本概

念を包み込んだヴェブレン経済学は、正当な再評価を与えられる準備が

整うはずである。

　したがって、ここからの論議は、無形資産の出自を辿るものでもなけ

れば有形資産の分類学的研究の限界を衝こうとするものでもない。製作

本能が有形と無形という二つの対立的な資産を同じ対象として認識する

ようになった段階において、有形資産と無形資産の内面的関係を私は主

に論じたいのである。もって本論考に、若干なりとも掉尾の活躍をさせ

ようと思うのである。

　有形資産と無形資産とをめぐるヴェブレンの論議には、「対立するも

のへの転化」という弁証法の論理を読み取ることができる。悟性的な思
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索を超えたところで、ヴェブレンは有形資産と無形資産に接近している

と考えられるのである。ヴェブレンの思索において、有形資産と無形資

産は対立し合う構図におかれるが、彼はこれらのうちの一方にのみ固執

しない。（38）むしろヴェブレンは、「否定的理性」をもって有形資産と無

形資産の対立構造を捉え、その解消ないしは調停を図る。この接近方法

に則って、ヴェブレンは現実の資本の動向を捉える。ヴェブレンは明ら

かに、二つの資産の「現実的対立」を哲学的に捉え直そうとしており、

これを成し遂げている。

　知られているように、ヘーゲルにおける弁証法的否定は全面否定では

ない。同様に、ヴェブレンによる有形資産の否定は概念的把握に向かっ

て弁証法的に行われている以上、これは全面否定とはならない。かかる

否定は「有形であること」という規定性の否定であって、それは空虚で

抽象的な無を意味しない。実質ある何ものかによって媒介された無は、

それ自身のうちに、実は肯定的成果を潜ませているのである。なぜなら、

「有形であること」という規定性の否定は、制約された認識を突破して「無

形であること」という規定性に向かう契機を与えるからである。ヴェブ

レンにおいては、製作本能という本質によって媒介されたものとして、

また弁証法的運動において、二つの資産は総合的に捉え直されることに

なったのである。この論理構造のうえに有形資産と無形資産が統一され、

ヴェブレンの資本概念が現れる。

　ところで、有形資産としてあるものが自らを解消して無形資産に溶け

込み、また無形資産としてあるものが自らを解消して有形資産を再出さ

せるという論理は弁証法的であり、現実的なものの見方である。それゆ

え、ヴェブレンが無形資産を専一に顧慮すると見るのは早計である。資

産とは何かという観点から無形資産を専一に顧慮するとなれば、「有形

であること」として規定された資産は否定態とならざるを得ないからで

ある。ヴェブレンによる無形資産の顧慮は、有形資産の「規定的否定」

のうえに成り立っている。「規定的否定」は、有限で制約のある認識の

否定でもある。したがって、資産をもって無形のものとしてのみ形式的
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に規定することも、ヴェブレンは避ける。ヴェブレンにあっては二つの

資産は「規定的否定」を相互に取り交わすように対置されており、その

うえで彼は無形資産と有形資産とを客観的な運動を惹起する主体的事物

として論理的に定立する。ここにおいて、それらの資産は一体となって

「収益力」として再出する契機を得ることになるのである。その際には、

製作本能の媒介によって、二つの資産は自らを発展的に解消することに

なる。この場合の発展とは、資本が、その有形と無形という両極性を喪

失することに他ならない。このことによって、資本は、その規定性を自

ら更新して具体的なものへと移行してゆくのである。これが資本の運動

の論理的側面であり、その過程は最も単純で無内容なものからの離脱で

ある。ここでは、資本は有に向かう無を経験しているのである。これは

資本の生成に他ならず、資本が肯定と否定とを際限なく繰り返しながら、

経済生活の局面に自らを映し出す契機を与える。したがって、日常生活

の考査において、資本の運動は捉えられねばならない。ヘーゲル弁証法

のヴェブレンによる理解からして、その論理的行程は現実的なものと一

致するように考えられており、その目指すところは必然的に資本の生命

過程への接近となる。

　以上のように、ヴェブレンは資本を実体として、運動の過程において

捉えている。またヴェブレンは、資本に対する制約のない認識へと至る

契機を、有形資産と無形資産とをめぐる独自な見地から拓いている。こ

こには疑いなく、「否定の否定を通じて肯定に至る」というヘーゲル弁

証法のヴェブレンによる適用が存する。それでこそ、現行の資本の運動

に対する「懐疑論」的な捉え方にヴェブレンは自ら進み出ることができ

たのであろう。それはヴェブレン自身の懐疑的な人間性に与るところが

あろうけれども、彼の「懐疑論」への志向は学理の問題であり、その経

済学においてこそ生命を持つものである。生命とは、累積的因果関係の

原理に見出せる無目的な進化論的過程を推進する力である。ある原因が

もたらす一定の帰結が、それ自身に留まることなく直ぐさま原因に転化

し新たな帰結を生み出すという理路は、媒介するものを自己のうちに際
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限なく再出するヴェブレン経済学の能動的性質を示している。それでこ

そ、「資本の生命過程」が捉えられるのである。

　我々はヴェブレン経済学を如何様に取り上げようとも、必然的に、そ

の経済学の根底にある製作本能に行き着くことになろう。その間の事情

に関説した如上のささやかな論考は、ヴェブレンが「製作本能一元論」

に立脚することを否応なく闡明するものである。ヴェブレン経済学の方

法論的解明の一層の進展は、このヴェブレンの基本的立場を先入観なく

承認することにかかっていると言えよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2009年 10月 28日）

（1）  第二次世界大戦後から 1960年代の比較的短い一定期間に限ってみても、次の
研究業績を代表的なものとしてあげることができる。
　John S. Gambs, Beyond Supply and Demand: A Reappraisal of Institutional Economics
（New York: Columbia University Press, 1946）; Allan G. Gruchy, Modern Economic 
Thought: The American Contribution（New York: Prentice Hall, Inc., 1947）; David 
Riesman, Thorstein Veblen: A Critical Interpretation（New York: Charles Scribner's Sons, 
1953）; Bernard Rosenberg, The Values of Veblen: A Critical Appraisal（Washington: Public 
Affaires Press, 1956）; Lev E. Dobriansky, Veblenism: A New Critique（Washington: Public 
Affairs Press, 1957）; Douglas F. Dowd, Thorstein Veblen: A Critical Reappraisal （Ithaca: 
Cornel University Press, 1958）; Carlton C. Qualey, ed., Thorstein Veblen: The Carleton 
College Veblen Seminal Essays （New York & London: Columbia University Press, 1968）.
（2） ヴェブレンは、有閑階級の制度すなわち思考習慣を取り上げ、これを批判的に
研究している。有閑階級は、その名誉を誇示すべく、肉体労働からの禁絶および
金銭の顕示的浪費という思考習慣を累積的に形成し、それらをもって遵守される
べき一定の規範として制度化する。すなわち、顕示的閑暇（conspicuous　leisure）、
代行的閑暇（vicarious leisure）、顕示的消費（conspicuous consumption）および代行
的消費（vicarious consumption）という思考習慣の累積的発展を通じて、結局のと
ころ有閑階級は、社会全体に浪費的傾向をもたらすこととなる。また、そればか
りでなく有閑階級は、その生活条件が肉体的労苦から遮断されているから社会の
変化を厭う。また、学問の発達やその他の文化を構成する諸要素の発達に対して
も、彼らは保守的傾向を発揮する。ことに有閑階級が愛好する学問は因果的な見
地からではなく世評の観点から研究される古典に属するから、科学技術の進展に
寄与する学問の発達が有閑階級によって阻害されるであろう。なお、保守的学問
を愛好する有閑階級の思考習慣は、その次代の有閑階級の養成という観点と相俟っ
て、大学のカリキュラムに反映する。かくして、社会の進化は一貫して阻害される
局面を迎える。これは取りも直さず、文化の進化が阻害されることでもある。―
― Cf., The Theory of  the Leisure Class: An Economic Study in the Evolution of Institutions
（New York: The Macmillan Company, 1899）.〔小原敬士訳『有閑階級の理論』岩波書店、
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1968年刊〕。
　以上のようにヴェブレンは、近代社会の全般的生活過程についての独自な分析
を、有閑階級の制度、すなわちその思考習慣をめぐって彼独自の観点から批判的
に行っている。そのヴェブレンの所説は、今日の金銭文化の一層の進展や浪費的
な社会構造を目の当たりにするに及んで、いよいよ傾聴すべき多大な意義がある
と言わねばならない。
（3） この言句は、ヴェブレン著『有閑階級の理論』（The Theory of  the Leisure Class）
の初版の副題として知られている。
（4） ここで私は、ヴェブレンの著作を詳らかにしておこう。ヴェブレンの著作は、
論文集 1冊を含め全 10冊を数える。
　The Theory of  the Leisure Class: An Economic Study in the Evolution of Institutions
（New York: The Macmillan Company, 1899）; The Theory of Business Enterprise（New 
York: Charles Scribner's Sons, 1904）; The Instinct of Workmanship and the State of the 
Industrial Arts（New York: The Macmillan Company, 1914）; Imperial Germany and the 
Industrial Revolution（New York: The Macmillan Company, 1915）; An Inquiry into the 
Nature of Peace and the Terms of It's Perpetuation（New York: The Macmillan Company, 
1917）; The Higher Learning in America: A Memorandum on the Conduct of Universities 
of Business Man（New York: B. W. Huebsch, 1918）; The Place of  Science in Modern 
Civilisation and Other Essays（New York: B. W. Huebsch, 1919）; The Vested Interests 
and the Common Man:“The Modern Point of View and the New Order”（New York: B. W. 
Huebsch, 1919）; The Engineers and the Price System（New York: B. W. Huebsch, 1921）; 
Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Time: The Case of America （New 
York : B. W. Huebsch, 1923）.
（5） 周知のように、ヴェブレンが主要な研究を重ねていた時期は、進化論をめぐる
知的環境が錯綜しながらも著しい発展を迎えていた。それは、およそ次のようで
あった。
　チャールズ・ダーウィン（Charles Darwin）は、個体の微少変異といえども生存
に有利であるならば、それは蓄積され遺伝する――その仕組みは理解できなかった
――と考えていた。やがてグレゴール・ヨハン・メンデル（Gregor Johann Mendel ）
が現れて、その遺伝学の確立によって微少変異の蓄積は否定されたのであったが、
遺伝単位とその作用が注目されることになった。遺伝単位は種を正確にコピーす
ると想定されたが、偶然に誤りを犯すこともあると考えられた。そこに、次なる
進化論者により突然変異の提唱がなされた。偶然の誤りにより生じた遺伝単位――

メンデルはその単位に「要素」（“Element”）という名を与えた――のうち生存に有
利なものがもしあれば、それが子孫に伝えられると考えられたのであった。こう
してメンデルの法則は、植物進化ことに作物の交配、細胞の突然変異、および遺
伝的形質の継承に関する重要な知見を開いたのであった。
　「メンデルの法則の再発見」を果たしたユーゴー・マリー・ド・フリース
（Hugo Marie de Vries）は、この研究業績が収められた『細胞相互間のパンゲネシ
ス』（Intracellular Pangenesis, 1889）に続き、『突然変異論』（Die Mutationstheorie, 
1901-1903）を刊行した。ド・フリースは、遺伝の研究を通じて、マツヨイグサの
三倍株と四倍株の相違は突然変異によることを解明した。そして、生物の形態は
遺伝物質によって決定されるとし、不連続な変異が生じた場合には新しい種が発
生するとされ、進化が起こると考えられた。ダーウィンの言う個体変異はパンゲ
ン（Pangen）――「遺伝子」――に基づくものではないから遺伝的性質は無く、し
たがって新種形成の要因にはなり得ないとされた。
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　なお、ヴェブレンは純系淘汰説の提唱者として著名なウィルヘルム・ヨハン
ゼン（Wilhelm Ludwig Johannsen）著『精密遺伝学原理』（Elemente der exakten 
Erblichkeitslehre, 1909）を、メンデルの研究成果と併せて相当精密に研究している。
ヴェブレンの学問的関心は育種とその方法にも及んでいたようであるが、育種の
理論的発達はヨハンゼンとメンデルらによる遺伝学の発達に負うところが大きい
と見られる。なお、1909年にヨハンゼンによって、メンデルの「要素」は、遺伝
子（gene）という名に換えられた。
　遺伝学の発達と突然変異理論の拡充が急速であった知的な環境は、ヴェブレン
に遺伝とその要因に関する極めて深い関心を持たせたようである。ヴェブレンの
思想に変化の概念を指摘し、これがダーウィンから得られたものと認めておきな
がら、ヴェブレン自身による幾多の進化論への接触の無きが如く扱うのは賢明で
はなかろう。変化の遅速、変化の停止と飛躍、そして何より変化をもたらす根本
因子の探究に、ヴェブレンが無関心であったと考える方が難しい。それゆえ、私
はヴェブレンを、メンデル主義者と呼びたいほどである。メンデルに肩入れし過
ぎると指摘されるなら、突然変異理論の良き理解者と称することに留めても良い。
実際のところ、その当時においてヴェブレンは、並み居る経済学者たちのなかでも、
遺伝学者の諸業績について最も通暁していた人物であることだけは確かである。
（6） 拙稿「ソースタイン・ヴェブレンのヨーロッパ人種についての知見」帝京大学
文学部紀要、「教育学」第 24号、平成 11年 1月発行。
　なお、ヴェブレンの人種的見解を含むものとして、彼の次の諸論文をあげるこ
とができよう。
　Thorstein Veblen, “The Mutation Theory and the Blond Race,”in The Place of Science 
in Modern Civilisation and Other Essays（New York : Russell & Russell, 1961）, pp. 
457-476 ; Thorstein Veblen, “The Blond Race and the Aryan Culture,”in The Place of 
Science in Modern Civilisation and Other Essays（New York : Russell & Russell, 1961）, 
pp. 477-496. 
　ちなみにヴェブレンは、人種学、人類学、遺伝学、考古学および歴史学などの
研究成果に基づいて混血住民としてドイツ人を捉え、また西洋文明の生活史にお
ける人種とその類型についての彼自身の知見を人類学者たちの学説に依拠しなが
ら呈している。ヴェブレンは、経済学者でもあるウィリアム・Z・リプレー（William Z. 
Ripley）と彼が賛同する人類学者たちの間に広く同意が見られるヨーロッパ諸人種
の体系を受容し、ヨーロッパの住民を主に三つの人種集団に分類している。それら
は、地中海人種（the Mediterranean）すなわち長頭ブルネット（dolicho-brunet）、ア
ルプス山岳人種（the Alpine）すなわち短頭ブルネット（brachycephalic-brunet）お
よび北方人種（the Northern）すなわち長頭ブロンド（dolicho-blond）である。――

Thorstein Veblen, Imperial Germany and the Industrial Revolution （New York : Augustus M. 
Kelley, Bookseller, 1964）,  p. 281.
　如上のヨーロッパの三人種のうち、地中海人種とブロンド人種の精神構造につい
てのヴェブレンの説明は、実に興味深い。その著『製作本能論』や『有閑階級の理論』
に比較的詳しく取り上げられている彼の説明を一瞥しておこう。
　「……三大ヨーロッパ種族のうちで最も最後の、つまり最も若い種族であるブロ
ンド系が、他の二つよりも、喧嘩好きで掠奪的な気質をより少なくどころかより多
く持っており、しかも、この種族が、これらの性癖によってではないとすれば、こ
れらの性癖にも拘わらず、全面にのし上がったということである。闘士としてのブ
ロンド種の有利さは、ある程度、冒険好き、喧嘩好きの気質に因ったと思われるが、
それはまた、ある程度、優れた体格―― 19世紀のある時代までは、戦闘や海賊行

法学26号本文_5校.indd   74 2010/03/04   15:59:52



ソースタイン・ヴェブレンの経済学　 75

為で主に用いられた、素手または道具を使って戦うという目的にとっては優れて
いる体格――にも因るものであったと思われる。大きさ、身長、異化作用（katabolism）
の同じような肉体的傾向は、石器時代に北海地方、すなわち長頭ブロンドの居住地
で一般的だった条件下での生活のための闘いでも、同じようにきわめて有利であっ
たであろう。同じ結果をもたらした幾分かの要因は、ブロンド種を特徴づけると
言われている精神的傾向、すなわち、ある種の抜け目のない蛮勇と物騒さにもあ
る。」Thorstein Veblen, The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Arts（New 
York : The Macmillan Company, 1914）, p. 122.〔松尾 博訳『ヴェブレン 経済的文明論
――職人技本能と産業技術の発展――』ミネルヴァ書房、1997年、101～ 102ペー
ジ〕。
　さらにヴェブレンは、長頭ブロンド型は、短頭ブルネット型ことに地中海型よ
りも、ずっと多く掠奪的気質ないしは少なくとも乱暴な性質の特徴を示している、
と指摘している。―― Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class（New York: 
Augustus M. Kelley, Bookseller, 1975）, p. 217.〔小原敬士訳『有閑階級の理論』岩波書店、
1968年刊、207ページ〕。
（7） Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phanomenologie des Geistes（Hamburg: Verlag von 
Felix Meiner, 1952）, S. 20.〔長谷川宏訳『精神現象学』作品社、平成 10年刊、11ページ〕。
（8） 次の書物を参照のこと。――佐々木晃著『経済学の方法論――ヴェブレンとマ
ルクス――』東洋経済新報社、昭和 42年刊。
（9） 同上書、136ページ。
（10） この段階の「平和的」性質については、若干の注釈を要する。先史時代ない
しは未開の時代の戦争――利害の対立の解消を企図した、武器の使用と防御とを
伴った集団的殺戮行為――の存否に光を当てた現今の内外の諸研究の進展を見る
ならば、ヴェブレンのいう第一段階は、その「平和的」性質とともに掠奪的性質
さえ含むであろうことが窺い知れる。―― William H. McNeill, The Pursuit of Power: 
Technology, Armed Force and Society since A.D. 1000（Chicago: University of Chicago 
Press, 1982）； Arthur Ferrill, The Origins of War: From the Stone Age to Alexander the 
Great（New York: Thames And Hudson, 1985）； 栗本英世著『未開の戦争、現代の戦争』
岩波書店、平成 11年刊； 松本武彦著『人はなぜ戦うのか――考古学からみた戦争
――』講談社、平成 13年刊； 佐原真編『稲・金属・戦争――弥生――』吉川弘文館、
平成 14年刊； 金関恕／春成秀爾編、佐原真著『戦争の考古学――佐原真の仕事 四
――』岩波書店、平成 17年刊。
　注目すべきは、ヘレン・E・フィッシャー（Helen E. Fisher）の指摘である。彼女
は、「共食いをした古代のホモ・エレクトゥス（Homo erectus）は、人間の人間に
対する残酷さの最初の証拠を残したと言える」とさえ指摘している。―― Helen E. 
Fisher, The Sex Contract: The Evolution of Human Behavior（New York: William Morrow 
& Co, 1982）, p. 198.〔伊沢鉱生・熊田清子訳『結婚の起源』どうぶつ社、平成 10年
刊、225ページ〕。
　だがしかし、如何ほどか、掠奪的性質がヴェブレンの発展段階説の第一段階に
おいて公認の精神的態度となったかについては不明である。
（11）  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen uber die Philosophie der Geschicte
（Frankfurt. a. M.: Suhrkamp, 1970）, S. 29.〔長谷川宏訳『歴史哲学講義』（上）岩波書店、
平成 21年刊、36ページ〕。
（12）  ヴェブレンは、所有権の発生とその累積的成長の過程について、次のように述
べている。
　「女性の所有は、明らかに女性の捕虜の捕獲とともに、低度の野蛮民族の文化段
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階に始まる。女性の捕虜や占有の最初の理由は、戦利品としての女性の効用であっ
たように思われる。敵方から女性を奪い取る慣行は、ある形態の財産結婚を発生せ
しめ、男性を家長とする家族を生み出した。これに引き続いて、奴隷制度を女性以
外に拡張することなどが起こってきた。だから、掠奪的生活の情況のもとでの競争
の結果は、一方では、強制に基づく結婚の一形態であり、他方では私有財産制の
慣習であった。二つの制度は、その最初の発展の段階では区別することができない。
両方とも、自分たちの手柄のなんらかの永続的な成果を見せびらかすことによっ
て、その武勇を証拠立てようとする成功した男性の欲望から起こってくる。両方
とも、あらゆる掠奪的社会に瀰漫している他を支配しようとする性向にも役立つ。
女性の所有から、私有財産の観念が拡大されて、自己の生産労働の所産を含むよう
になり、かくして、人間ばかりでなく、物の所有権が発生する。」Thorstein Veblen, 
The Theory of  the Leisure Class（New York: Augustus M. Kelley, Bookseller, 1975）, pp. 
23-24.〔小原敬士訳『有閑階級の理論』岩波書店、昭和 43年刊、29ページ〕。
（13）  有閑階級が一貫した形をとって現れてくるための必要な条件について、ヴェブ
レンは次の二点をあげている。
　「（1）その共同体は、掠奪的な生活慣習（戦争もしくは大型の鳥獣の狩猟、もし
くはその両方）を持たねばならない。すなわち、このような場合の有閑階級の端
緒を形作る男性は、暴力や謀略によって傷害を与えることに慣れていなければな
らない。（2）生活資料が十分に安易な条件で得られ、そのためにその共同体のか
なりの部分のものを、常に日常労働に従事することから免除することができなく
てはならない。」Ibid.,  pp. 7-8. 〔同上訳書、15ページ〕。
（14）  Ibid.,  p. 20. 〔同上訳書、26ページ〕。
（15）  Thorstein Veblen, The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Arts（New 
York: The Macmillan Company, 1914）, p. 33.〔松尾 博訳『ヴェブレン 経済的文明論』
ミネルヴァ書房、昭和 43年刊、28ページ〕。
（16）  アダム・スミス（Adam Smith）による、稲作の生産性と米に対する賛辞は、
ここで引くまでもないであろう。―― Cf., Adam Smith, An Inquiry into the Nature 
and Causes of the Wealth of Nations, ed. by R. H. Campbell, A. S. Skinner, and W. B. Todd
（Oxford: Clarendon Press, 1976）, Vol. Ⅰ, pp. 176-177.〔竹内謙二訳『国富論』上巻、
千倉書房、昭和 56年刊、219ページ〕。
（17）  Thorstein Veblen, The Theory of  the Leisure Class（New York: Augustus M. Kelley, 
Bookseller, 1975）, p. 1.〔小原敬士訳『有閑階級の理論』岩波書店、昭和 43年刊、9ペー
ジ〕。
（18）  Ibid., pp. 15-16.〔同上訳書、22ページ〕。
（19）  John R. Commons, The Institutional Economics（Wisconsin: University of Wisconsin 
Press, 1959）, p. 660.
（20）  ヴェブレンの制度の概念は、ヴィルヘルム・ヴント（Wilhelm Max Wundt）の
民族意識の概念と一定の親近性を有するであろう。これについて喋々することは
本稿での主たる議論の行程から外れるものの、著しく場違いということでもある
まい。そこで、この点ついて若干触れておきたい。
　ハイマン・シュタインタール（Hermann Heymann Steinthal）とモーリッツ・ラーツァ
ルス（Moritz Lazarus）とを建設者とする民族心理学は、この新たな学問の名称に
彼ら二人よりも強く印象づけられた感のあるヴィルヘルム・ヴントによる『民族
心理学』全 10巻（Völkerpsychologie: Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von 
Sprache, Mythus und Sitte. 1900-1920. 10 Bde.）の刊行によって発展することとなった。
ヴントは、それより以前に『生理的心理学要論』（Grundzüge der physiologischen 
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Psychologie, 1874）などの諸著作を公刊していたが、また『心理学原論』（Grundriss 
der Psychologie）を 1896年に著している。アメリカではウィリアム・ジェームズ
（William James）が 1890年に『心理学原理』（The Principles of Psychology）を著し、
習慣を通して個人の心の経験の研究をまとめていた。ヴェブレンは世上、ジェー
ムズの影響を受けたと言われ、事実その通りであると考えられるが、製作本能が
個人心理学の領域を超えた民族意識にかかわっているとすると、ヴントの民族意
識の概念との親近性を、ヴェブレンの制度の概念から感得しうると言わねばなら
ない。加えてヴントは、人間精神の内面を観察する内観法を用いて歴史的意識お
よび民族的意識の観察と分析を通じて民族心理学を発達させた。民族心理学の発
達の流れは社会心理学へと受け継がれたと見られるが、ヴェブレンはそれらを結
節する思想的立場において、制度とその累積的変化を巡る進化論的探究に邁進し
たと見られる。
（21）  速水融著『近世江戸の経済社会』麗澤大学出版会、平成 15年刊、309～ 311ペー
ジ。
（22）  このように、生活条件のなかに競争状態を見いだすことにおいて、ダーウィン
主義者としてのヴェブレンの面目躍如たるところの一端がある。
（23）  この叙述部分は、本文中で述べておいたように、ヘーゲル著『精神現象学』の
一節に私自身が手を加えて出来たものである。その一節の出典を詳らかにしておこ
う。―― Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phanomenologie des Geistes（Hamburg: Verlag 
von Felix Meiner, 1952）, SS. 222-223.〔長谷川宏訳『精神現象学』作品社、平成 10年刊、
254ページ〕。
（24）  Ibid.,  S. 417.〔同上訳書、401ページ〕。
（25）  制度に関するヴェブレンの基本的認識は、弁証法的論理の産物である。習慣
（habit）と慣習（custom）は、それぞれ「個人的なもの」と「社会的なもの」との
統一物として、ヴェブレンは制度を認識していると見られるからである。ちなみ
にヴェブレンは、「制度とは、本質的に、個人と社会との特定の関係および特定の
機能に関する支配的な思考習慣（habits of thought）である」と定義した。したがっ
て、制度は思考習慣であり、また文化を意味することになろう。確かに、ヴェブ
レン経済学は取りも直さず文化を問題とする経済学であり、社会の広範な文化過
程の累積的変化を研究主題とする。実際にヴェブレンは、その経済学の論議にお
いて文化段階とその相違に意を用いているし、また彼の発展段階説は歴史の発展
を文化段階の累積的発展として捉えたうえで構成されている。
（26）  Mitsunobu Sato, “Thorstein Veblen as a Mendelian Evolutionalist: On his 
Understanding of the Races in Europe,” in The Teikyo Journal of Comparative Cultures
（Tokyo: Department of Intercultural Studies, Teikyo University, 2003）, No. 16.
（27）  拙著『制度主義者たちと限界主義経済理論』多賀出版、昭和 62年刊、50～ 52
ページ。
（28）  同上書、43～ 55ページおよび 80～ 91ページ； 拙稿「ソースタイン・ヴェブ
レンの資本概念――論文『資本の性質Ⅰ』をめぐって――」日本大学経済学部経
済科学研究所紀要、第 18号、1993年 5月刊； 拙稿「ソースタイン・ヴェブレン
の資本概念――論文『資本の性質Ⅱ』をめぐって――」日本大学経済学部経済科
学研究所紀要、第 27号、1999年 5月刊； 拙稿「資本概念に関する覚書――ソース
タイン・ヴェブレンの見解を通して――」帝京大学文学部国際文化学科紀要、「帝
京国際文化」、第 13号、2000年 2月刊； Mitsunobu Sato, “Capital as Cultural Assets 
and Investment for the Social Reconstruction: A brief Memorandum based on Thorstein 
Veblen’s Opinion,” in The Teikyo Journal of Comparative Cultures（Tokyo: Department of 
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Intercultural Studies, Teikyo University, 2002）, No.15.
（29）  Cf.  Thorstein Veblen, “On the Nature of Capital: Ⅰ. The Productivity of Capital Goods, ” 
in The Place of Science in Modern Civilisation and Other Essays（New York: Russell & 
Russell, 1961）, pp. 338-345.
（30）  ヴェブレンは次の諸論文で、ジョン・ベイツ・クラーク（John Bates Clark）と
アーヴィング・フィッシャー（Irving Fisher）の経済学の限界を、その資本概念
の妥当性の点から痛烈に批判している。――― Thorstein Veblen, “Professor Clark's 
Economics,” in The Place of Science in Modern Civilisation and Other Essays（New York: 
B. W. Huebsch,  1919）, pp. 180-230; Thorstein Veblen, “Fisher's Capital and Income，” in 
Essays in Our Changing Order （New York: The Viking Press,  Inc.,  1934）, pp. 148-172.
（31）  近代科学としての経済学のあるべき姿を、ヴェブレンは次のように述べている。
　「近代科学は生活の諸現象について研究を行う限り、それが生命のない無感覚な
ものであるか、あるいは人間に関するものであるかにかかわりなく、発生と累積
的変化についての諸問題に取り掛かり、因果的見地で描かれた生活史の形態での理
論的な系統的論述の一点に集中する。言葉の現行の意味においてそれが科学である
限り、いかなる科学であっても、たとえば経済学のように、それは人間行動を取
り扱わねばならないし、また人間の生活体系に関する発生学的研究となる。そして、
経済学におけるように、研究主題が物質的生活手段の取り扱いのなかでの人間行
動である場合には、その科学は必然的に、幾分なりとも拡張されたり限定された
りする方法に基づいて、物質文明の生活史に関する研究である。」Thorstein Veblen, 
The Place of Science in Modern Civilisation and Other Essays （New York: B. W. Huebsch, 
1919）, pp. 240-241.
（32）  Thorstein Veblen, The Instinct of  Workmanship and the State of the Industrial Arts（New 
York : Augustus M. Kelley,  Bookseller, 1964）, pp. 142-143.〔松尾 博訳『ヴェブレン 
経済的文明論――職人技本能と産業技術の発展――』 ミネルヴァ書房、1997年 11
月刊、121ページ〕。
（33）  ちなみに、ヘーゲルは次のように主張している。
　「自己を意識した理性の自己実現とは、他人の自立を認めつつ、そこに他人との
完全な統一を実感すること、あるいは、私を否定する力を持つ他人の自由な存在
を、目の前のものとして捉えつつ、それを私の自立存在として対象化することに
あるのだが、そうした概念を申し分なく実現したものが一民族の生活である。世
界に行き渡る流動的な共同体精神としての理性は、不動の単一物として存在しつ
つ、同時に完全に自立した多くの存在に分裂してゆく。それは、一つの光が無数の
独立した光の点たる星に分裂してゆくのに似て、絶対的に自立した無数の点たる
個人は、それぞれに、単一で自立した共同体精神のなかに溶かし込まれつつ、同
時に、自立した存在として生きている。個々人は、自分の個別性を放棄し、共同
体精神を自分の本当の魂とすることによって、個として自立した生活を送ること
ができるのを意識している。が、一方また、この共同体は個々人の行為によって
成り立つものであり、個々人によって作り上げられたものである。」Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, Phanomenologie des Geistes（Hamburg: Verlag von Felix Meiner, 1952）, 
SS. 256-257.〔長谷川宏訳『精神現象学』作品社、平成 10年刊、238ページ〕。
（34）  Thorstein Veblen, The Theory of Business Enterprise（New York: Charles Scribner's 
Sons, 1904）, p. 127.〔小原敬士訳『営利企業の理論』勁草書房、昭和 40年刊、102ペー
ジ〕。
（35）  Ibid., p. 131.〔同上訳書、104ページ〕。
（36）  Ibid., p. 286.〔同上訳書、227ページ〕。
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（37）  Ibid., p. 139.〔同上訳書、111ページ〕。
（38）  たとえば、ヴェブレンは、アダム・スミスの資本概念が無形資産の概念を欠い
ているとして批判したことはない。但しヴェブレンは、アダム・スミスの時代か
ら 100年を経過したジョン・B・クラークの資本概念には疑義を呈する。クラークは、
物的福祉の追求というアダム・スミスの時代に根拠があった理念を先入観として
受け継ぎ、これをもとに彼の資本概念を建設したからである。
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