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1．はじめに

歴史認識：二十世紀末

　資本主義社会 1）の変容なり変質といった言葉を、昨今、よく耳にするように

なった。一九八九年に生じたベルリンの壁の崩壊という象徴的出来事に端を発し、

一九九一年のソビエト連邦解体へ至る奔流のような社会主義体制の瓦解過程を目

の当たりにした西側知識人の多くは、数十年間にわたり世界を二分したほどの社

会体制がかくもあっけなく内部から崩壊したことに驚愕した。そして、社会主義

体制の崩壊は相対的に自らの資本主義体制への評価を高めると同時に、それへの

信頼をも深めさせることになった。

　前世紀末の最後の十年間は、社会思想上、旧西側諸国の人々の多くが、政治指

導者からはじまり一般大衆に至るまで、資本主義体制への快哉を叫んだ時期と

なった。多くのマスコミ論者もこの社会思潮に同調したばかりか、さらに政治的

および経済的理由からそれを助長した結果、資本主義礼賛の雰囲気が社会全体を
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覆ったのである。曰く、自由主義、民主主義そして個人主義の勝利である、と。

こうした一時的な熱狂を伴う体制比較の議論は往々にして常軌を逸しがちであ

り、当時も現実の社会主義の崩壊過程とは全く関係のない社会思想上の理念さえ

も標的とされた。例えば、後に論ずるように、平等主義と自由主義との優劣比較

といった本来価値判断にしかなじまないテーマも制度選択の問題として大真面目

に議論の俎上にのぼったのである。まるで中世の魔女狩りのように、社会に現存

する制度や組織の中で「社会主義的なるもの」を探しだし、「悪しきもの」とし

てのレッテルを張る作業が続いた。そして、その影響は現代においても、尚、残

滓という以上にはっきりとした形で残っている。

　驚くべきことは、かなり高度の知的訓練を受けてきたと思われる高名な政治

家、学者、官僚、経営者、マスコミ人といった人達の多くもその例外ではない

ことである。こうした党派的利害に起因する行為は、科学的営為と遙かにかけ

離れていることは言うまでもない。しかし、こうした傾向は現実の資本主義過

程を分析するとき、極めて重要な要素を含んでいると思われるので後の章で詳

述することになろう。

　しかし、前世紀末には、このような資本主義の勝利という社会思潮とは裏腹に、

歴史の経過と共に資本主義体制に必然的に内在する経済面での不安定性も影を落

としはじめた。一九九二年、英国のポンド危機の契機となったことで世界経済に

その存在を知らしめたヘッジファンドが、一九九七年にはアジアに通貨危機をも

たらした。タイ、インドネシアおよび韓国といった諸国が経済的苦境に陥り、そ

れは翌年にはロシアの財政危機へと波及した。国際的な投機的資金移動が国境を

越えて猛威を振るう時代になったのである。

　但し、ポンド危機やアジア通貨危機を生じさせたヘッジファンドの手法を投機

による「市場の暴力」と見なすことは早計である。特定の経済事象を分析するに

際しては、個別的事情と共にその事象を惹起せしめた本質的諸力を解明する必要

がある。上記のケースを歴史的に見れば、通貨危機に陥った国々は、それぞれ自

国の事情から為替政策に関して一種の固定相場制をとっていたのである。当時、

英国は「欧州為替相場メカニズム（EMR）」という欧州内での固定相場制に参加

しており、またアジア諸国の大半は「ドル・ペッグ制」という自国通貨とドルと
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の為替レートを連動させていた。すなわち、英国の場合は欧州内で相対的に経済

力が強い国との比較で、またアジア諸国にあっては米国経済との比較で、各国の

通貨価値は実際の価値より乖離する傾向があった。同時に、外資を獲得する観点

から自国の金利水準を高めに設定していた。そこにヘッジファンドが、市場価値

と実際の価値との差が生じた機会を見いだし、投機を行ったのである。

　通貨危機後、各国が変動相場制に移行したことを考慮すれば、その含意は明ら

かである。一国が自国の事情だけで、国際経済に合致しない為替政策を採り続

けることは不可能だということである。資本主義過程は国際的にそうした段階に

入ったということである。先の事例では、ヘッジファンドは「市場の暴力」とし

てではなく、「資本の論理」の先触れとして歴史に登場したのである。但し、ロ

シアの財政危機に際して有力なヘッジファンド（LTCM）が破綻したことは皮肉

と言える。それは当時金融工学の限界を示す一事例と目されたが、高等数学に基

づくデリバティブ手法を用いた新金融商品の開発を求める渇望、一攫千金を求め

る投機熱、いわば「梃子（レバレッジ）信仰」は今なお続いている。

歴史認識：二十一世紀初頭

　さて、前世紀末の資本主義に対する社会思潮および経済過程における国際化の

萌芽について解説してきたが、そうした傾向が今世紀に入っていかなる様相を帯

びてきたのかも素描しておこう。その特徴を一言で言えば、「世界規模での爆発

的な生産諸力の拡大過程への突入」である。そして、こうした歴史上始まって以

来の事態に直面した先進諸国の知識人達は、社会思想上、その意味や功罪をいか

に捉えるかについて混迷した状況を呈している。

　この物的な生産諸力の拡大に最も与ったのは、中国である。中国は、ソビエト

連邦および東欧諸国といった社会主義諸国が内部から体制崩壊した後も共産党一

党独裁という全体主義を保持し続けているが、一九九二年の党大会において社会

主義市場経済への移行を宣言した前後から開放政策を推し進めてきた。すなわち、

政治体制を保持したまま、経済の資本主義化へと歩を進めたのである。今世紀初

頭の二〇〇一年に世界貿易機関（WTO）への加盟を果たした後、さらにその歩

みは加速し、二〇〇四年には貿易総額で日本を抜き、米国および EUに次ぐ世界
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第三位になった。もはや完全に中国は、一つの巨大な核として資本主義経済圏に

組み込まれることになったのである。ソビエト連邦解体後のロシアは豊富な原油

資源を持ち、南米の大国ブラジルは希少資源を大量に保有しており、またインド

は膨大な人的資源を有している。それぞれが比較優位の分野を梃子に、中国とも

ども世界経済へ大挙して参入してきたことが今世紀初頭の世界経済における特徴

であろう。資本主義の経済論理は、歴史上、NICSから ASEANへ、そして現在

の BRICSへと敷衍し続けている。

　世界規模での生産諸力の飛躍的拡大を可能にしたのは、言うまでもなく、IT

革命と呼ばれる情報技術の革新であった。とりわけ、一九九五年のマイクロソフ

ト社による「ウインドウズ 95」の発表以来、インターネットは燎原の火のごと

く僅か数年にして世界中に普及した。従来、知る術もなかった数千キロ、数万キ

ロ離れた地域のローカルな情報が、今や机上にて瞬時に入手できる。まさに世界

中に散在している各種資源や生産設備を、あたかも一つの工場であるかのように

統合し得る技術的可能性を実現した点で、IT革命は世紀をまたぐ最重要の技術

革新となった。それはまた、資本主義の「グローバル化」の必要条件を提供した

とも言える。ここで言うグローバル化（もしくはグローバリゼイション）とは、「人、

カネ、モノが効率至上主義の原理に基づき世界中を自由に移動する状況」と簡単

に定義しておく。

分析の視座

　カウンターパートナーとしての社会主義が自滅して以来、キューバや北朝鮮等

を除けば資本主義が世界で唯一の社会体制となった。この歴史的状況を「資本主

義への収斂」と見なすか、「多様なる資本主義への端緒」と見るかは意見の分か

れるところであろう。いずれにせよ、社会主義の崩壊とそれに続く資本主義のグ

ローバル化の進行という歴史的渦中にあって、われわれは眼前の問題をいかにし

て解決すべきなのか。特に、グローバル化が意識されなかった時代の問題と、グ

ローバル化が加速しつつある現代の問題との間に質的な相違が存在するとしたな

らば、尚更、充分な吟味が必要となろう。以前にはなかった現代の問題の一例と

しては、所得格差、地球環境および金融を中心とする世界経済の同時的不安定化
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の問題等が挙げられよう。

　この小論では、具体的な問題に立ち入る前に、先ず「資本主義過程をいかに認

識し分析するか」といった原理上の問題を考察する。この問題へは社会諸科学の

有する様々な角度から接近することができるが、筆者は経済研究者であるため経

済学の観点から分析を始発させる。すなわち、「経済学は資本主義過程をいかに

分析しうるか」を問う。次に、資本主義過程の全体像に関する基本的な構造図式

を理念型として提示する。この図式は一般の数学モデルのように閉じた体系の中

で精緻なる論理性を示すものではないが、逆に開かれている体系であるために歴

史過程を包含しうるものである。そして、最後にこの基本構造図式に基づき、歴

史的事象である資本主義過程の諸問題を考察してゆく。もちろん、そこでの展開

は網羅的な分析ではなく、グローバル化による今日的問題の本質と思われる論点

に的を絞ったものである。

　本節の最後に、副題に関する筆者の解説を披瀝しておく。現段階である程度の

認識を共有しておくことが、爾後の理解の一助に繋がると思われるからである。

経済学をはじめとして政治学、法学、社会学、歴史学、心理学、文化人類学等々

は一般的に社会科学と呼ばれている。しかし、各学問は他の学問とは孤立して存

在し、それぞれ独自の方法や観点を持っているわけである。したがって、十把一

絡げに各学問の全体を「社会科学」と総称することは本来不適切である。正確に

は、「社会諸科学」と呼ぶべきであろう。しかし、この認識も現段階での科学知

識の水準を反映しているにすぎない。

　科学的知識の進展や蓄積によって各学問の論点を止揚した形で、社会諸科学の

全体を統一的に説明する総合社会科学といったものが完成するかもしれない。な

ぜなら、各学問が独自に問題とする経済的行動、政治的行動、宗教的行動、心理

的行動等々は全て人間行動の一部だからである。一個人の中で全ての行動が起き

ているわけであり、経済面、政治面、宗教面等の各場面に応じて同一人が別個の

原理にしたがって行動しているとは考えられないからである。将来、人間行動に

対するより深化した分析の登場によって、統合が可能となるかもしれない。

　二十世紀最大の経済学者の一人であるヨゼフ・アロイス・シュンペーターは、

そうした観点から社会諸科学の統合を試みた人物である 2）。彼は経済理論家であ
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ると同時に歴史家であり、優れた社会学者でもあった。彼が最終的に追い求めた

のは「理論づけられた歴史叙述」であり、その方法として経済動態論を基軸とす

る総合社会科学定立へと向かった。そこで用いた総合社会科学の名称が「経済社

会学（Economic Sociology）」である。筆者は基本的にシュンペーターの経済観に

立脚しつつ、歴史的経緯を考慮し、新たな論点を加味しながらこの小論を展開し

てゆく。

2．経済学と資本主義分析

経済学の基本的性格

　自然科学とのアナロジーによって経済学を捉えようとする人達が陥りやすい誤

解に、「経済学は一個の統一的な学問体系である」というものがある。しかし、

経済学は一枚岩的な体系として聳え立っているのではなく、「諸学説の集合体」

として成り立っているのである。これは、先の章で示した社会諸科学の概念と類

似したものである。数学や物理学は、最先端の理論構築の分野を除けば、統一的

な分析方法が確立しているように見える。しかし、経済学では事情が異なる。経

済学は多様な経済諸学説を内包しており、それら全てに適用可能な統一的な分析

方法は存在していないのである。

　工学系の思考をする人達にとっては、この経済学の事情を理解することは難し

いと思われる。すなわち、時系列的に考えて新製品は旧製品より性能が優れてい

るから生産されるのであって、逆はあり得ないからである。パソコンにせよ、テ

レビにせよそうであろう。学問の進歩も同様で、最新の理論こそが従来の学説を

踏み越えて展開されているはずであるから優れているに違いない。さらに、その

最新理論の同調者が研究者の多数を占めている主流派ならば、疑いなく当該の学

問における諸学説はその最新理論に吸収されるはずである。もしも、現在その学

問内に諸学説が並立しているとすれば、それは最新理論へと収斂するまでの過渡

期の現象である、と。こう考えることは自然であろう。しかし、経済学の場合、

こうした単線直進型の進歩主義的思考になじまない事情がある。

　経済学が「社会科学の女王」といわれて久しい。それは経済学の分析対象に他
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の社会科学に比べて数量化ないし数値化されるものが多く含まれ、かつ「限界革

命」3）を経て数学的分析手法が確立したためだと言われている。すなわち、経済

学の体系は数学的論理によって統一的に説明されるがゆえに、他の社会科学に比

べて自然科学に近く、方法論的に一般性が確保されているということなのであろ

う。しかし、ここで問題なのは「経済学の体系」をどの範囲に画定するか、どの

ような線引きをおこなうか、ということである。この経済分析の範囲およびその

後の研究方向に関して、様々な経済学説あるいは経済学派が見解を異にしている

ために、経済諸学説の並存状態が現出しているのである。それでは、なぜ経済分

析範囲の画定と分析方法に関して意見が異なるかについて形式的かつ簡略に示し

ておこう。

　

経済分析の対象

　日々めまぐるしく生起する多種多様な社会事象は、社会的影響力の差こそあれ、

それぞれ固有の背景や事情を持つ個別的事実であり、歴史はそうした事実の蓄積

過程に他ならない。しかし、膨大な事実の時間的堆積を眺めるだけでは、何ら得

られるものはない。歴史に意味あることを語らしむるためには、諸事実の背後に

存在するであろう事物の本質的関係を定立する必要が生ずる。同時に、そうした

事象を惹起せしめた人間行動に関する分析も不可欠となる。それが社会科学の基

本的観点であろう。

　しかし、人間行動がかなり複雑であることも確かである。人間は、出自や生育

環境によって先入観や偏見を必然的に有し、成長するにつれて様々な思想、信条、

宗教的薫陶を受け、長ずるに経験や人間関係から人生観や処世術を身につける。

また個人の力ではどうにもならない時代の経済環境や制度的状況からも影響を被

ることであろう。こうした複雑さの全てを分析の開始時点から考慮することは至

難のことである。それゆえ、経済学が人間行動のうち経済行動だけを抽出して分

析するという方向性は至極もっともなことである。これが、いわゆる社会科学に

おける孤立化の方法である。抽象化が理論化への第一歩であることに異論を唱え

るものは皆無であろう。

　経済学における孤立化（学問内では抽象化）のレベルは四段階に分けられる。
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第一段階は、社会を静止状態に置くことである。すなわち、歴史的時間から隔絶

させることである。この場合、静止状態にある社会を歴史過程の中の瞬間写真と

見なすか、あるいは全く概念上の論理的時間の中の静止状態と見なすかは論の分

かれるところであるが、ここでは触れないでおく。第二段階は、社会から経済領

域だけを抽出することである。すなわち、社会を「経済領域」と「非経済領域」

とに分割するのである。政治、法律、文化、芸術および宗教等を「与件」もしく

は「外的与件」として経済領域とは没交渉にするのである。

　第三段階は、経済領域内部での限定である。経済構造と呼ばれる経済に関わる

法律、諸条例、規制といった諸制度、および人々の嗜好や慣習等も「外的与件」

と見なし経済分析の埒外に置くのである。人口増加、資本蓄積および技術水準等

もまた経済外部で決まるものとして、すなわち外的与件として処理される。

　第四段階は、最も重要な人間行動に関する限定条件の画定である。経済学と無

縁の人であっても、「合理的経済人（rational economic man）」とか「ホモ・エコ

ノミクス（homo economicus）」といった言葉は聞いたことがあるのではないだろ

うか。こうした概念はまさしく経済学の想定する人間像を言い表している。言う

までもなく、人間は誰しも、合理的に行動する傾向と非合理、いわば人間的に行

動する傾向を併せもっている。合理的経済人の想定は、人間行動のうち非合理な

部分を排除し、合理的にのみ行動する存在として人間を考えるということである。

こうした想定は理論の一般妥当性を追求するための手段と言える。排除された非

合理性とは、いわば人間性であり、それこそ各人の個性を確定するものであるが

ゆえに、誰にでも当てはまるものではないという意味で一般妥当性がないのであ

る。

　こうした人間行動の抽象化を経て、社会の全構成員は同質的な合理的行動主体

として経済分析の中に登場することになる。もちろん、合理・非合理という言葉

は目的に対する手段の選択に関わる概念であるから目的の設定が必要となる。そ

の目的を主観的価値（効用）の最大化と考えるのである。また、複数の合理性が

発生する余地のないように全ての人間（経済主体）が完全情報を有するとの仮定

が加わる。ここに「完全情報を有し自己の主観的価値最大化の目標を掲げる合理

的行動主体」という純粋経済学のひな型となる人間類型が誕生したわけである。
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　このように抽象化のレベルを上げ、理論の純粋性のために不要と思われる夾

雑物を一切排除して構築された体系が「新古典派経済学（正統派経済学とも呼

ばれる）」であり、現代経済学の主流派として多数の学者の支持を得ている。そ

の体系は数学的手法を援用することにより、理論の前提となる諸仮定を容認す

れば誰をも納得させる厳密な論理性を有している。また数学的手法の使用は、

時代を超えて誰でもこの体系に接近することを可能にし、多くの追随者を生む

一因ともなった。この範疇の現代の経済理論としては、マネタリズム、マクロ

合理的期待論等が挙げられる。それらは現代経済学の中心的地位の一端を占め

るに至っている。

現実性と論理性の狭間

　経済学はこのように抽象化のレベルを段階的に引き上げることによって理論の

一般妥当性を獲得してきた。こうした経済学の一つの方向
4 4 4 4 4

性に関しては、経済領

域、非経済領域および歴史過程を統一体としてのみ分析をおこなうマルクス経済

学者以外、ほとんどの経済学者に異論はないと思われる。それでは、何が経済諸

学説もしくは経済学派間の違いをもたらしているのであろうか。実のところ、そ

れは各経済学者のヴィジョン、分析目的および経済観に関わるものなのである。

　経済分析の目的は何であろうか。一般的には、現実に生起する経済現象の解明

と考えられる。筆者自身もそう考えてきたし、世間一般の大多数の人達が経済学

に期待するものもそうであると思われる。しかし、驚くべきことに、そうした考

え方は現代の経済学者間では異端なのである。前述のごとく、抽象化のレベルを

上げることによって論理性は高まる。それは、理論の前提なり仮定なりを厳しく

限定する作業に他ならない。しかし、それは同時に現実性から次第に離れること

をも意味する。なぜなら、理論構築に際して、現実性と論理性とは二律背反の関

係にあるからである。一方を追い求めれば求めるほど、他方からはますます遠ざ

かるのである。

　現実性を重視するのか、一般妥当性をとるのか。ここに経済学者達のヴィジョ

ンやイデオロギー 4）が介在する余地が生まれるのである。経済学説史の観点か

らすると、経験的・帰納的方法のみを重視し資料収集に力点を置いたドイツ歴史
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学派は現実性重視の最右翼であろうし、逆に論理的・演繹的方法に立脚する新

古典派経済学は論理性重視の代表格であろう。もちろん、その両極端の間には論

理性と現実性のバランスを考えて理論構築をしてゆく多くの経済諸学説が存在す

る。善し悪しではなく、経済学者の分析目的の相違が経済学における諸学説もし

くは諸学派の並存を生み出してきたのである。これが、経済学を諸学説の集合体

として理解すべき理由なのである。

　一般論からすれば、経済学を論理的に厳密なる体系として構築したいという考

え方もあれば、一般妥当性が多少減ずるにせよ時代に応じた政策的含意の理論的

基盤を経済学に求めたいという考え方もあってよい。また、より広い視野に立っ

て歴史過程の中での社会体制の動向や変革を考える経済学を構築したいという考

え方もあれば、逆に、心理学や脳科学から局所的な経済行動を分析したいという

考え方もあってよい。そうした様々な考え方、すなわち経済諸学説は、各々の設

定する分析対象に対する「学問的守備範囲」を守っているかぎり、それぞれ有意

義な科学的営為であって経済学の発展に大きく貢献してきたし、これからもそう

だといえる。

　しかし、前世紀から現代へ至るまでの経済思想の流れを見たとき、科学的精神

からは乖離していると思われる二つの傾向が正統派経済学者の思想に見受けられ

る。第一に、新古典派経済学の対象とする極めて狭小な学問的守備範囲を、経済

学全体のそれと一致させようとする傾向である。すなわち、新古典派以外の経済

思想を経済学から排除しようとする流れである。一言で言えば、「経済学の矮小化」

の進行である。

　第二に、一九八〇年代前後から発し現代へと加速した「学問的守備範囲の逸脱」

の傾向である。これは第一の点とも関連するが、後述するケインズ経済学の解体

と新古典派理論への吸収過程から始まった。言うまでもなく、ケインズ経済学は

資本主義経済の管理運営を目指す実学の色濃い経済学説である。現実性を重視し

た学説であるから、当然、論理性のレベルは新古典派経済学より低い。一九七〇

年代末の経済的混乱に際してケインズ政策の有効性が低下したことを契機とし

て、新古典派およびマネタリズムからの反ケインズ経済学の気運が高まり、経済

理論とは別の諸要因も加わった結果、ケインズ経済学は経済思想として後退を余
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儀なくされた。驚くべきことに、その間隙を縫ってケインズ経済学と交替に新古

典派経済学の論者達が政策論を唱え始めた。すなわち、「純粋理論を以てして現

実の政策を論じ始めた」のである。次にこの二つの潮流について解説しておく。

経済学の矮小化

　定評ある経済学の教科書を手にすると、例えばヘンダーソン＝クォントの『現

代経済学』にせよ、ポール・サミュエルソンの『経済学』にせよ、グレゴリー・

マンキューの『経済学原理』にせよ、冒頭部分に経済学の定義が記載されている

のが常である。たいていの教科書では、経済資源の稀少性に着目し、最適な資源

配分の達成を目指す学問として定義されている。これらは、ライオネル・ロビン

ズが一九三二年に公刊した『経済学の本質と意義』5）において示した「経済学と

は、諸目的と代替的用途に役立つ稀少な諸手段との間の関係として、人間行動を

研究する学問である」との有名な定義に基づくものであろう。

　おそらく初学者が最初に手にするであろうテキストに、このような経済学を狭

小な範囲の学問として認識させる定義が記載されていることは、爾後の研究方向

に偏向を与えかねない。教科書であるから、そうした認識は、経済学徒に世代を

超えて繰り返される。いわば擦り込まれることによって、その経済観が純化ある

いは深化するに至るのである。初学者が研究者となり、時を経て経済学者となり

教鞭を執る。もしも、批判精神が欠如し社会科学的思考の訓練を受けていない研

究者が大量に再生産されるとしたならば、空恐ろしいことになる。そうした危惧

は、単なる杞憂に過ぎないのであろうか。実際のところ、ここ二十年の経済学の

研究動向を見ると、その弊害が顕著になってきたように思われる。

　経済学から「理念」や「言葉」が失われ、経済論文が「数式」、「グラフ」および「統

計数値」に埋め尽くされるようになった。ゲームの理論や金融工学の分野を中心

に数学者や数学専攻の学生が大挙して経済学へ参入するようになった。それ自体

は、一般的な学問の細分化と専門化の進行過程の一現象にすぎないが、それによっ

て経済学が数学の一部門のような印象を世間に与えるとしたら大いに問題であろ

う。経済学は「倫理学の婢女（はしため）」であろうとも、断じて「数学の婢女」

ではない。数学的分析手法が及ぶ範囲のみを経済学と規定する考え方は、あまり
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に経済学を矮小化したものに他ならない。

　もちろん、教育面から言えば、初学者の学ぶ経済学研究プログラムに経済学説

史なり経済思想史なりの学科がきちんと用意されていれば、その弊害も多少は緩

和されるであろう。しかし、それは単なる便法にすぎない。本来なら、初手から

経済学を諸学説の集合体として、その全体像を教授すべきであろう。数学的呪縛

にとらわれた多くの経済学徒に対して、猪木武徳も次のように適切に指摘してい

る。「精緻化、正確さという点では過去半世紀の経済学の進歩には目を見張るも

のがある。しかし、おおまかな議論として経済社会が抱える様々な不安定性の問

題にどう対処できるのか・・（中略）。厳密さ、正確さを多少犠牲にしてでも、問

題の発見と提起、そして証拠を積み重ねるタイプの議論がさらに進めばよいと私

は思う」6）と。

　それでは、何故、このような矮小化された経済学に対する認識が広まったので

あろうか。おそらく、それは「経済学は科学たり得るか」という問題提起に端を

発していると思われる。既述のごとく、経済学は与件を適宜設定することによっ

て、分析対象を恣意的に限定できる。その作業は、各経済学者のヴィジョンや経

済観から発する目的設定に依存する。それが経済諸学説の多様性を生み出してき

たわけであるが、同時に、分析方法の不統一という事態をも生じさせた。問題は、

この状況を社会科学研究における常態と見なすか否かである。本書の立場は、言

うまでもなく、この不統一を是とし、かつ分析目的の異なる経済諸学説の学問的

守備範囲を厳密に規定すべきとしている。

　しかし、自然科学のように普遍的な分析方法の統一を目指す考え方もある。歴

史性を排し、時間、空間および個人的能力を問わず同一の分析方法で学問へ接近

することこそ「科学的」とする見方である。こうした思想の形成に大きく関わっ

てきたのが、二十世紀における科学哲学の動向である（ここで科学哲学とは、「学

問を研究対象とする学問」と簡単に定義しておく）。特に、一九二〇年代に登場

した論理実証主義は、その後数十年間にわたり経済学の方向性に大きな影響を及

ぼしてきた。論理実証主義とは、科学の対象とする命題は真偽を論理的に決定で

きるか、もしくは経験的に検証されなければ意味がないとする考え方で、検証不

可能な形而上学的命題を科学から排除することを主張するものである。
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　他方、科学哲学者カール・ポパーは、論理実証主義をさらに先鋭化させた反証

主義の立場をとった。科学的命題は反証可能な形で提示されねばならず、一つで

も反証される事実が生ずれば、それは棄却されねばならない、と。逆から見れば、

反証できない命題は科学ではないということであり、科学と非科学との線引きに

反証可能性を置いたといえる。ポパーは、著書『歴史主義の貧困』の中でマルク

ス経済学を批判し、資本主義の歴史法則を解明したり経済体制の変革を考察する

ことは非科学的なことだと断じた 7）。ポパー以降、大多数の経済学者達は資本主

義体制の変容といった、いわゆる「big　theory」に対して冷淡な態度をとるよう

になった。

　論理実証主義にせよ、反証主義にせよ、その経済学への含意は明らかであろ

う。すなわち、経済学が科学であるためには
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、その命題が論理的かつ実証（反証）

される必要がある。必然的に、経済学の分析手法と分析対象は限定される。つま

り厳密なる論理性をもつ数学的手法を用いて、経験的にデータが取れる分野を研

究することとなる。こうした科学観が、経済学を狭小な領域に追いやってきたの

である。ドイツ歴史学派の総帥グスタフ・フォン・シュモラーの言葉を援用すれ

ば、「大きな家（社会諸科学）の一部屋（経済領域）の、さらに一隅のみを照らす」

がごとき研究分野に経済学者の多くが安住してきたのである。

　しかし、現代においては、経済学の精緻化を推し進めてきた論理実証主義的な

考え方は、いまだに多くの支持を得ているとしても、絶対的なものではなくなっ

てきている。検証もしくは反証の基準を満たすものだけを社会科学と見なすこと

への批判は高まっており、経済学の分析対象をより拡大させた諸学説が続々と登

場しつつある。特に、現代制度学派やレギュラシオン理論等はさしずめその筆頭

であろう。シュンペーターの場合は、理論形成に際して前科学的行為であるヴィ

ジョンを重視したが、ヴィジョンの中に含まれる恣意性は、理論構築に際して可

能な限り排除されると考えた。各学者が科学的精神に立脚してヴィジョンの理論

化を図るなら、そのプロセスこそが科学的行為であると考えたのである 8）。そして、

理論仮説の適否は、結局のところ現実への適合性に依存するものとした。すなわ

ち、説明力を重視したのである。もちろん、この場合の現実適合性という概念が、

単なる統計数値との一致以上のものを意味することは言うまでもないだろう。
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学問的守備範囲

　「経済学は資本主義過程をいかに分析しうるか」という本書の第一の問題に関

する解答は、これまでの考察からほぼ明らかになったと言えよう。それは、歴史

過程の渦中にある資本主義社会を分析対象とした場合には、それに対応した経済

学説を援用せねばならないと言うことである。論理性を重視した正統派経済学に

その役割を求めてはならない。カミソリで薪を割ることなど出来はしない。学問

的守備範囲をはっきり認識することが必要とされる所以である。

　資本主義分析に関する経済学説として、われわれは先ずカール・マルクス、シュ

ンペーター、ジョン・メーナード・ケインズおよびヴェブレンをはじめとする旧

制度学派の面々を想起する。また、ジョン・ケネス・ガルブレイスの名も付け加

えねばなるまい。いずれも純粋経済学の枠を超えて社会体制の問題に正面から取

り組んだ学者達である。

　他方、新古典派経済学の中で資本主義体制はいかに扱われてきたのであろうか。

既述のように、それは「与件」として処理されてきた。経済領域においては、私

有財産制度、分権的市場システム、私的契約の自由およびそれらを補完する経済

関連の法律や諸制度である。無論のこと、政治状況、社会制度、宗教および文化

様式等々の非経済領域は初めから分析の埒外である。それら全てを経済外的要因

として扱ってきたのである。もっとも、新古典派経済学の重鎮であったケンブリッ

ジ学派のアルフレッド・マーシャルは、経済学を生物学的アナロジーから分析し

ようと試みていたし、また「パレート最適」の概念で有名なローザンヌ学派のヴィ

ルフレド・パレートも経済学と社会学を統合した普遍的社会科学の構築を目指し

ていた。そうした天才達の個別的な試みを別とすれば、正統派経済学の枠組みの

中で資本主義体制が取り沙汰されることはなかったといえる。

　強いて言えば、新古典派経済学にとっての資本主義体制とは「市場」そのもの

に他ならない。分権的市場が、資本主義社会を写す鏡と考えているのである。す

なわち、市場で取引をおこなう合理的経済人は、資本主義社会の非経済領域で生

じている様々な事柄に関する評価を下した上で、資源量、生産量、要素価格およ

び生産物価格を観察し主観的価値の極大化を図ると想定されてる。例えば、彼が

A財を X円で Y個買う行為の中に、彼の政治における党派的立場、宗教心、道
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徳観および倫理観といった一切の価値観を考慮した上での最善の判断の結果が含

まれていると考えるのである。合理的経済人とは、全てを理解した上で、自己実

現のための最後の選択行為を市場でおこなう主体であると考えるわけである 9）。

　完全情報および各経済主体の同質性（合理性）という仮定と、完全競争市場と

いう分析装置を想定することで、新古典派経済学は極めて安定的な社会的画面を

映し出す。それを一言でいえば、「個人と社会の調和」である。各個人は、他者

を顧みることなく利己心にのみ基づき行動し最大の自己満足を得る。最大満足を

達成できれば、その状態を離脱する誘因は存在しない。したがって、この状態を

「主体的均衡（状態）」という。均衡とは、外的ショックが加えられない限り、内

在的変化の誘因が存在しない状態を指す。

　各個人のこうした行動は、アダム・スミスが「（神の）見えざる手」と呼んだ

市場メカニズムの作用によって、市場のバランス（需給一致）をもたらす。それ

を「市場均衡」という。新古典派経済学では、分析を物々交換経済から出発させ

たため、社会の全構成員は各市場の売り手もしくは買い手として登場する。全て

の市場がバランスするなら、それは当該の市場価格で売り手と買い手の双方が納

得し、満足していることを意味する。もちろん、その状態から離脱する誘因は存

在しない。ゆえに、社会全体も安定しているわけである。それを「一般均衡（状

態）」という。

　この個人と社会の調和、経済学用語では「主体的均衡」と「一般均衡」の両立

こそ新古典派経済学の核心に他ならない。しかし、この一般均衡の成立が論理的

に証明されるのに百数十年の時間がかかった。すなわち、アダム・スミスの「見

えざる手」のヴィジョンから始まって、限界論者のレオン・ワルラスの一般均衡

論の定式化を経て、そして一九五四年にようやくアロー（K. Arrow）とドブリュー

（G. Debrew）によって高等数学を用いて証明されたのである。新古典派経済学は、

個人の行動の分析から発して経済全体を見通す論理的に厳密なる体系を築きあげ

た。とりわけ、厚生経済学は数理の体系といっても過言ではない。そうした研究

方向が、純粋経済学の分野における科学的知識の蓄積と進歩に大いに貢献したこ

とに間違いはない。
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　ところが、一九七〇年代後半頃から、純粋理論として現実から遙かに離れてい

たはずの新古典派経済学が突如として歴史の場、すなわち現実の社会過程に経済

思想として登場してきた。それが、「市場主義」である（これは別名、「市場万能

主義」もしくは「市場原理主義」とも呼ばれている）。言うまでもなく、市場主義は、

ここ三十年間、世界中に広汎な支持を得て浸透してきた思想である。

　ただし、学問的観点からすれば、この現象は学問的守備範囲の逸脱に他ならな

い。もちろん、現実の歴史過程は、社会科学の一学科にすぎない経済学の部分的

考察を超越した事態を往々にして現出させるものなのであり、この現象は、まさ

しくその好例といえよう。しかし、それを理解するためには、現代経済学の潮流

を時代背景と共に簡単に振り返ることが必要となろう。次節ではそこから説き起

こしてゆき、現代における市場主義の隆盛をもたらした諸要因について論ずるこ

とにする。そして、それが恣意的で論証を経ていない経済哲学との結合によるも

のであることを示してゆく。

3．現代経済学の潮流

ケインズ経済学と修正資本主義

　二十世紀前半の世界経済における最大のエポックメーキングが「大恐慌」であ

ることに異論の余地はないであろう。一九二〇年代後半に米国から発した不況の

嵐は瞬く間に世界経済に暗雲としてのしかかり、最終的にそれが収束したのは第

二次世界大戦を経てのことであった。同時に、大恐慌は経済学の分野でも主流派

の交代を促した、いわば経済思想上の分水嶺として位置づけられる。すなわち、

それまで主流派であった新古典派経済学の分析用具では、未曾有の大不況に太刀

打ちできなくなったのである。

　既述のとおり、新古典派経済学は所与の与件の下での最適資源配分の問題を専

ら扱うものである。そして、市場機構（メカニズム）の作用により個人と社会の

調和が図られるというのが主内容である。与件に変化が生ずると、その情報は迅

速に各経済主体へ伝わり（完全情報の仮定より）、新たな与件の下での最適化が

図られる。もちろん、新たな最適化へ至る調整時間は市場構造（競争状態の程度）
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によって異なるであろう。例えば、完全に整備された株式市場や債券市場のよう

な資本市場では、刻々と変わる株価や債券価格が追加情報による調整過程を示し

ていると考えられる。このような与件変化、いわゆる外的ショックは需給の不均

衡という形で出現し価格変動によって吸収される。いわば外的ショックは、鏡面

のような静穏な湖面へ投じられた一石にすぎない。それは一時的な波紋を生むが、

やがて静穏は戻る。市場メカニズムの有する価格調整による需給調整こそが、新

古典派体系の安定性を保障し、かつ特徴づけるものである。

　大恐慌のもたらした外的ショックは、新古典派経済学の想定する調整メカニズ

ムを吹き飛ばした。それは人々の将来に対する期待をも全て吹き飛ばした。静穏

な湖面へ大小様々な石が次から次へと投じられたのである。資産価格の暴落、信

用不安、操業率の急低下、そして大量の失業者の発生。こうしたデフレ圧力に対

して、とりわけ労働市場の不均衡に対して新古典派経済学の立場からすれば、価

格・賃金の非伸縮性を原因とするしかない。そもそも、新古典派理論では各人の

主体的均衡が達成されているという前提で分析がなされているため、完全雇用は

自動的に達成されている。失業が生じているとすれば、それは自己都合により失

業状態を選択したという意味で「自発的失業」なのである。

　米国において四人に一人が失業したといわれる大恐慌時の雇用状況を、「高賃

金率に起因する自発的失業者の大量発生」と説明するにはいかにも無理があろう。

言うまでもなく、それは労働者が現行の賃金で働きたくとも働けない状況に他な

らない。いわゆる「非自発的失業」なのである（非自発的失業は存在しないとい

うマクロ合理的期待論者の極端な見解に関しては後に論評する）。非自発的失業

の存在は、主体的均衡の論理と矛盾する。すなわち、個別的主体の合理的行動原

理（ミクロ理論）から理論を構築しても、それによって経済全体の動向を説明し

得ない状況が現出したのである。

　一九三六年に『雇用・利子および貨幣の一般理論』を著したケインズは、新古

典派経済学の労働供給の理論を排し、新たにマクロ経済学という分野を創設した。

彼は、非自発的失業を伴ったまま経済が停滞する状況（不完全雇用均衡）が現出

する可能性について論及し、その状況を打破するためには数量調整という価格調

整に変わる新たなメカニズムに基づく手段が必要であると主張した。いわゆる所
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得分析である。それは新古典派経済学の価格調整メカニズムが機能不全に陥る可

能性を示したものである。また、新古典派の「市場経済」の論理にしたがっては、

現実の「資本主義経済」の運営は不可能であることをも意味する。資本主義経済

は内在的な不安定性を抱えており、市場原理頼みの自由放任主義では、到底それ

に対処できないのである。

　ケインズは資本主義過程の不安定性、すなわちそれが不可避的な景気循環過程

であることを認識していたが、理論構築に際しては短期的な分析に終始した。彼

は資本主義過程の瞬間写真である一断面を取り出し、短期的問題に注力したので

ある。彼は、新古典派の労働供給に関する理論の抽象度を一段引き下げ、雇用契

約の存在や労使による賃金交渉といった現実的要素を分析に導入した。人は一日

の労働時間をその時々の体調や心情にあわせて自由に決められるものではなく、

一日八時間労働といった雇用契約に拘束された存在である、と。この現実的要素

の分析への導入が、新古典派経済学との決別をもたらしたのである。

　この決別は、単なる経済理論上の問題だけではなく、経済思想上の転換をも意

味した。予定調和的な新古典派経済学の自由放任主義は、ひとえに市場機構に対

する信頼に基づいている。民間経済による分権的資源配分システムが政府による

集権的資源配分システムよりも効率的であるゆえ、できるだけ民間経済への介入

を避けることが肝要だとする見解である。しかし、民間経済を放置することは、

そこで生ずる不安定性をも放置することである。たまさか資本主義過程で内在的

に発生する恐慌のような事態をも放置することである。

　ケインズは、こうした見解に真っ向から異を唱え、民間経済の安定化のために

積極的に政府は関与すべきであると主張した。いわゆる「修正資本主義」の提唱

である。すなわち、資本主義過程は必然的に不安定な過程であり、恐慌のような

事態をも引き起こす。しかし、政府が適切なる政策をとることによって資本主義

過程は安定し、それゆえ資本主義は生き延びることが出来る、と。

　ケインズのこの考え方は、経済の「自動安定化装置」としての社会保障制度の

整備および「裁量的総需要管理政策」としての財政・金融政策という二本の柱に

反映されている。ケインズの経済学は、瞬く間に世界中の経済学者の耳目を集め、

当初は反感をそして最終的には賛同の嵐となって経済学会を席捲した。いわゆる
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ケインズ革命である。一九五〇年前後から四半世紀は、米国を中心にまさしくケ

インズ経済学の全盛期となった。当時、ポール・サミュエルソンは「新古典派総合」

という、不況期にはケインズ政策を、完全雇用達成後は新古典派理論を援用して

経済を分析すべきだとする見解を発表した。それは折衷的な見解であったし、彼

自身が後に撤回したものであったが、長らく基本的な経済の見方として一般の経

済人にも定着した考え方となった。すなわち、新古典派総合の登場によって、わ

れわれはケインズの見解を知り、その後、ほとんどがケインジアンとなったので

ある。

　

反ケインズ主義の台頭

　資本主義経済の管理・運営の学問として一世を風靡したケインズ経済学であっ

たが、一九七〇年代後半から政策面、理論面および思想面から批判の十字砲火

を浴びることとなった。発端となったのは、一九七三年の第一次石油危機および

一九七九年の第二次石油危機である。原油価格が数年で十倍以上に跳ね上がった

ことは、必然的に世界中にコストプッシュ・インフレ 10）を生じさせた。その負

の効果は、当初は原油消費国の経済に、最終的には世界中の経済に打撃をもたら

した。そして、インフレと不況が同時進行する状況、いわゆるスタグフレーショ

ンを発生させたのである。

　スタグフレーションは、経済にとって、かなりやっかいな事態である。なぜなら、

短期的な解決策がないからである。ケインズ政策は、いわゆる短期の総需要管理

政策であり、不況時には財政出動や金融緩和による拡大策を発動し、景気過熱時

には逆に抑制策を発動することによって景気の安定化を図るものである。しかし、

スタグフレーションは供給サイドのショックであり、総需要管理政策が効かない

のである。例えば、不況を緩和しようとすればインフレが高進し、逆にインフレ

を抑制しようとすれば不況が深刻化する。この失業率とインフレ率のトレード・

オフ関係の解消策は短期的にはない。政策的な処方箋と言えば、技術革新による

生産性の向上によって生産費用を低下させるしかない（つまり上方シフトした総

供給曲線を下方へシフトさせる政策である）。しかし、これは一朝一夕で出来る

ものではなく、かなり長期間を要するものとなる。



資本主義の地平

－ 36 －

　スタグフレーションに対して、ケインズ政策は効かない。それが、「ケインズ

政策の有効性の低下」として世界中に喧伝された。もっとも、他に有効な政策が

あったわけではないが、批判の対象がその時代の主流派に向けられたのは歴史の

習性として致し方ないことであろう。そうした状況で、にわかに脚光を浴びた

のが新古典派経済学の範疇の一学派である「マネタリズム（貨幣主義）」の総帥、

ミルトン・フリードマンであった。

　彼は、「自然失業率仮説」を提示して失業率とインフレ率とのトレード・オフ

関係を経済理論の観点から説明することに成功した。ただし、この仮説が示す失

業とは自発的失業のことであり、非自発的失業を考慮したものではない。自然失

業率とは、自ら進んで失業状態を選択している人の全就業者中に占める割合を指

す。そこでの結論は、政府が総需要拡大によって失業率を自然失業率以下にしよ

うとしても、それはインフレを高進させるだけであるというものであった。つま

り、ケインズ政策の無効性を唱えたのである。非自発的失業者が存在しない、い

わゆる完全雇用時に景気拡大政策をとることは現実には考えられないので、その

仮説の意義も限定的に評価すべきであろう。しかし、反ケインズ経済学の雰囲気

の中で、フリードマンは予想以上の評価を受けることになった。

　フリードマンの主張をさらに先鋭化させたのが、マクロ合理的期待論者（マク

ロ・ラショナリスト）と呼ばれる学者達であり、その筆頭はロバート・ルーカス

である。誤解無きよう一言すれば、ここでいう「合理的期待仮説」とは予想に関

する考え方（定式化）の一つであり、「合理的経済人は、将来予測に際して自己

の保有するありとあらゆる知識と情報を用いる」とする見方である。具体的には、

理論モデルを用いての予想形成を意味する。合理的期待仮説自体は、経済学で従

来から用いられてきた他の期待仮説、例えば静学的期待、外挿的期待および適応

的期待等と同じく分析用具の一つにすぎず、何らかの主張を内包するものではな

い。したがって、それはあらゆる理論モデルと接合可能である。マクロ・ラショ

ナリストは、それを新古典派経済学と接合させたのである。

　その結果、新古典派経済学の弱点の一つであった調整過程の問題を解決したの

である。外的ショックが生じたとき、その影響が吸収され新均衡に至るまでには

時間がかかる。それまでの期待仮説では逐次的な調整過程を想定していた。例え
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ば、今期と前期の差に応じて期待を修正する等である。すなわち、新古典派経済

学が想定する静穏なる予定調和の世界は、全ての調整が終了した後の長期的均衡

状態を意味していたのである。それに対して、ケインズが「長期においてわれわ

れは皆死んでしまう」と批判したことはあまりにも有名であろう。

　しかし、合理的期待仮説を用いると事態は一変する。合理的経済人の頭脳には

最先端の経済の構造モデルが入っている。そこに新たなデータが追加されたとし

ても、逐次的な経験によって将来予測を改変する必要はなく、構造モデルに新た

な数値をインプットするだけで瞬時に将来の均衡状態は現実のものとなる。全て

の経済人がこのような予測に基づき新データの下での最適化行動を瞬時にとると

するならばどうなるか。長期的均衡状態は、すぐにでも現出するのである。均衡

からの乖離が見られたとしても、それは確率誤差の範囲内の出来事にすぎない。

　ルーカスはさらに、非自発的失業の存在自体をも否定する。彼は、賃金が一定

の下で失業者が存在することは、労働者がそれ以上の賃金を望んでいる結果だと

考える。すなわち、賃金低下を受け容れるなら働けるにもかかわらず、自発的に

失業状態を選択しているのだ、と。すなわち、低賃金を我慢すれば仕事は幾らで

もあると考えているのである。彼は、非自発的失業を離職等による一時的な摩擦

的失業と考えるべきである、としている。

　確かに、ルーカスの考え方は一見論理的に思える。ただし、それは新古典派の

世界の中でのことである。一片の現実性を導入するなら、たちどころにそうした

論理は崩れ去る。その意味では、学問の論理と現実性の齟齬に関する好例ともい

えよう。低賃金を受け容れれば、職場は見つかるということは現実にもありそう

なことである。例えば、（最低賃金制度のある国では無理であろうが）時給が現

行の十分の一でも働く意志があると表明すれば、おそらく職は得られるであろう。

しかし、結果はどうなるのか。長期的に生命さえ維持できないであろう。実在の

人間には最低限の文化生活を送るだけの賃金が必要なのである。それを放棄して

まで低賃金をオファーする誘因は、現実世界ではあり得ない。新古典派の世界で

想定している労働者とは、「夕暮れ時、自己の効用極大化の観点から、畑の傍ら

でもう一時間働くか否かを考えている農夫の姿」なのである。そこから現実を推

し量ることは到底できない。
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　さらに言えば、大恐慌時の大量失業をルーカス流の新古典派的解釈ではいかに

説明されるのか。個人の主体的均衡と整合性をもたせるためには、労働供給量決

定に際しての余暇と労働時間の選択の場面で合理的に説明されなければならなく

なる。大量の失業者の発生、例えば、四人に一人が失業しているとする。その状

況をルーカス流に解釈すれば、全就業者が「自発的に」労働時間を二五％削減す

る選択をした結果ということになる。逆から見れば、余暇時間をその分増加させ

たのである。それは、人々の余暇に対する選好が突如として拡大したためと説明

せざるを得ない。つまり、人々のレジャー嗜好の急激な高まりが大恐慌を生んだ

と結論づけられてしまうのである。もはや、こうした説明が意味をなさないこと

に多言を要する必要はなかろう。　

　

マクロ経済学のミクロ的基礎

　サミュエルソンの提唱した「新古典派総合」が、新古典派経済学とケインズ経

済学とを単に接ぎ木した理論構造であることは前に述べた。新古典派経済学は同
4

質的
4 4

な個別的主体の行動原理を探求する、いわゆるミクロ経済学である。ミクロ

的主体の行動を集計することによって全体の動向は推し量られるという理由で、

新古典派経済学には経済全体を分析する枠組み、すなわちマクロ経済学は必要な

い。他方、ケインズ経済学はミクロ的状況を無視して、つまり主体的均衡の成立

に立ち入らずに、経済全体の動向を分析の俎上にのせた理論である。そのことは、

異質的
4 4 4

な経済主体の行動を許容する枠組みだとも解釈される。双方の理論の前提

となる経済主体の想定が全く異なるため、単純に両理論を接ぎ木しただけの新古

典派総合は、現実を経済学的に概観するという便宜的な意義はあったにせよ、学

問としては論理的に成り立たない。それゆえ、後にサミュエルソンもこれを撤回

したわけである。

　この新古典派総合を学問として論理的に再構成する試みが登場した。いわゆ

る、「マクロ経済学のミクロ的基礎」を探求する研究である。その研究方向は、

一九七〇年代から八十年代の経済論壇の中心を占めたといっても過言ではない。

しかし、この研究分野は極めてケインズ的ではなかった
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。それは、新古典派の論

理によるマクロ経済学の再構成といえるものであった。すなわち、マクロ的経済
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状況と整合的な個別的経済主体を想定したのである。具体的には、ミクロの主体

として「代表的主体」もしくは「平均的主体」を想定する。経済全体の構成員

を N人とすると、個々の主体は全体の 1／ Nの役割を演じるわけである。無論、

これらの主体は制約条件下で最適行動をおこなう同質的な主体と考えられてい

る。この操作によって、個別的主体の異質性もしくは多様性は分析から排除され

ることになった。

　マクロ経済学のミクロ的基礎付けの理論は、全面的に、この「代表的（平均的）

概念」に依存したものである。この概念は分析を容易にするといった便宜的なも

のではなく、この概念無くして分析は成り立たないという意味で本質的なもので

ある。代表的概念を使うと経済全体はどのような姿として捉えられるであろうか。

喩えて言えば、経済全体は金太郎飴のように考えられる。どこを切っても同一の

行動様式にしたがう同質な顔が現れる。その一片一片が各経済主体である。こう

した経済観が、ケインズが希求した現実経済への接近とはかなり隔たっているこ

とは言うまでもない。

　例えば、経済全体の失業率を五％とするなら、現実世界では就業希望者の五％

の人が失業中なのだと解される。就業希望者が一〇〇万人なら、失業者は五万人、

と。しかし、代表的概念を使うと様相は一変する。すなわち、就業希望者全員が、

希望する労働供給時間を五％下回っている状態を意味することになる。この論理

では、就業希望者全員が雇用されていることに注意すべきである。実際の失業者

は一人もいないことになる。

　現実性から遠ざかれば遠ざかるほど、論理性はますます高まる。このことは真

理であろう。ケインズ経済学はミクロ理論を持たず、対して新古典派経済学はマ

クロ的状況と整合的なミクロ的基礎理論を保有している。一般の経済人からすれ

ば現実性を重視しようが、学問的立場の人間の多くは論理性に軍配を挙げよう。

前述のルーカスは、このミクロ的基礎の分野において多大な貢献をなしたが、ミ

クロ的基礎付けのないマクロ経済学は不要とする見解まで示している。また、ルー

カスほど極端ではないにせよ、個人の合理性、すなわち主体的均衡を理論分析の

「タガ（根幹）」と考える学者も多い 11）。そうした論者の決まり文句は「タガを

はずした分析（いわば現実分析）は、アド・ホックなモデルにすぎず、どんなに
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現実経済をうまく説明できようとも経済学的インプリケーションは希薄にならざ

るを得ない」である。経済現象を規定している要因を個別的主体の合理性に求め

なければ意味がないということであろう。

　しかし、個人の合理性が分析の開始時点で「仮定」されたことも忘れてはなる

まい。結局、上述の議論は、仮定と結論との間の堂々巡りにすぎない。個人の合

理性から出発した分析の帰結が、個人の合理性と整合的であるのは当たり前のこ

とだからである。「純粋な世界」の延長上に「現実の世界」があるわけではない。

われわれの関心は、現実経済の問題解決にあるのか、それとも現実経済の純理論

的説明にあるのか。残念ながら、一般経済人の意識とは異なり、経済学会におけ

る主流派経済学者の考え方は後者であった。

　

市場主義の構造

　ケインズ経済学は、政策面ではスタグフレーションに対する有効性の低下とい

う事態に直面し、また理論面ではミクロ的基礎付けのないアドホックなモデルと

の烙印を押された。それらの批判の多くは、経済分析を狭小な範囲に限る経済学

者達の誤解に起因するものであったが、時代の思潮は反ケインズ主義に大きく傾

いたといえる。さらに、公共経済学からもケインズ政策の運用に関して疑義が出

された。すなわち、裁量的総需要管理政策の発動は財政赤字を累積させる傾向を

持つというものである。現実の民主主義という政策決定過程を考慮すると、政治

家達は選挙民受けする政策を取りがちだということである。そこにケインズ政策

を悪用される危険性が生ずることになる。すなわち、増税を躊躇わせ、減税をし

たがる傾向を問題視したわけである。

　ケインズ主義は、図らずも時代に背かれたが、退場するには至らなかった。「理

論は批判によってではなく、新たな理論によってのみ打ち倒される」ということ

は、科学哲学者トマス・クーンのパラダイムの転換を持ち出すまでもなく真理で

あろう。主役に取って代わるものが必要なのである。経済思想としてのケインズ

主義を主役の座から引きずり下ろしたのは、「市場主義」であった。市場主義と

いう言葉が、経済思想の用語として頻繁に使われるようになったのは比較的最近

のことであろう。以前は、「自由放任主義」がよく使われていた。市場主義にせよ、
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自由放任主義にせよ、その根底にあるのは新古典派的な市場機構への信頼である。

それゆえ、政府の経済介入を極力減らすという思想が生まれたのである。しかし、

同根であるにせよ、市場主義は自由放任主義に比べて、経済の効率性を積極的に

推進するという、より能動的なメッセージを発していると感じるのは筆者だけで

あろうか。

　新古典派経済学における市場機構の有する資源配分の効率性は、従来より知ら

れた陳腐なる一般的事実にすぎない。それをケインズ主義に変わる経済思想とし

て内容を深化させ、かつ専門家以外にも喧伝したのはマネタリズムの首魁ミルト

ン・フリードマンであった。彼は、新古典派経済学の提示する無機的な資源配分

システムとしての市場機構の概念に、自由主義という極めて人間的な命（思想）

を吹き込むことによって、ケインズ主義に替わる市場主義を提示したのである。

純粋理論を信奉するフリードマンが、論理を超えた経済哲学を援用することに

よって初めて資本主義過程に影響を及ぼす経済思想を生み出したことは皮肉とも

いえよう。

　一九六二年発行のフリードマンの著書『資本主義と自由』12）は、市場主義に

思想的バックボーンを与えると共に、現実の資本主義過程においても政治過程

を通じて多大なる影響を及ぼしてきた著作といえる。一九七九年から始発した

英国におけるサッチャリズム、一九八〇年代の米国のレーガノミックス、および

二十一世紀初頭の日本における小泉内閣による構造改革主義といった政治的ムー

ブメントは、政策的および思想的に多くのものをその著作に負っている。

　さて、市場主義の構造について簡単に触れておこう。先ず、市場主義という経

済思想が二重構造になっていることに注意すべきである。一方は「経済論理とし

ての市場機構」であり、他方は「イデオロギーとしての自由主義思想」である。

ラカトシュの概念を援用すれば、後者が市場主義の核心（コア）であり、前者

は防備帯（ベルト）として位置づけられる。いわば、市場主義は「理論の鎧をま

とったイデオロギー」なのである。つまり、最適資源配分システムとしての市場

機構の論理が、フリードマンの自由主義思想を理論的に支えているのである（3-1

図参照）。一般的に市場主義に対する見解は、賛否両論さまざまである。しかし、

いずれにしてもこの二重構造を見逃しているか混同しているものが多い。正確に、
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市場主義を評価するためには、先ずこの二重性を区別することが肝要である。次

にそれを論じてゆく。

　経済論理としての市場機構は、二本の支柱で市場主義を支えている。第一の支

柱は、「厳密な最適資源配分システムとしての完全競争市場の機能」である。い

わゆる完全競争市場での「パレート最適」の実現である。パレート最適とは、「ど

のように資源配分を変えても、だれかの効用を下げることなしには、他の人の効

用を上げることができない状態」を指す。この堅固なる論理性が、市場主義に対

する他の経済諸学説に基づく学問的立場からの批判を寄せ付けない防波堤の役割

を負う。

　第二の支柱は、「一般的な需給調整メカニズムとしての市場の機能」である。

これは、現実的立場からの批判に対処するための支柱である。現実経済におけ

る需給調整メカニズム（資源配分システム）としては、「価格調整」、「数量調整」

および「国家による調整（計画経済）」が考えられる。数量調整は、短期の価格・

賃金の非伸縮性をいかに考えるかで見解は異なるであろうが、中長期的に固定価

格もしくは固定賃金が続くとは考えられない。とすれば、市場機構による価格調

整と国家による計画経済のどちらが資源配分システムとして優れているかという

二者択一の問題となる。「市場主義への批判は、計画化への道につながる」。これ

が用意された解答である。一般的な価格変動による需給調整を認めない人は皆無

であろうから、これも強固な防波堤に見える。

3-1 図
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M. フリードマンと自由主義

　フリードマンの唱えた市場主義は、彼独自のイデオロギーである自由主義と密

接不可分の関係がある。彼は、学問的に市場均衡の最適性を言明するために市

場主義を唱えたのではなく、彼自身の自由主義哲学を主張するためにそれをおこ

なったのである。彼にとっての自由主義とは、「個人の自由に最大限の価値を置き、

それを阻害する諸要因の排除を最重要と考える」ことであった。また、他者から

の強制を受けないと同時に、自己責任を全うする者こそ自由人と考えたのである。

その思考線上から、社会における「自由の拡大」を第一に考える方向に進んだの

である。彼の議論を素描しておこう。

　彼は、自由の属性を「経済的自由」と「政治的自由」に大別し、両者の関係を

次のように規定した。すなわち、政治と経済には密接な関係があるが、経済的自

由は政治的自由を実現するための前提である、と 13）。ここで言う経済的自由とは、

他者からの強制から免れ、自ら進んで経済取引をおこなえる状態を指す。そして、

それが実現する状況こそ競争資本主義であり、市場経済であると考えた。他方、

社会において、他者からの強制をされない状態である政治的自由を達成すること

は難しい。たとえ民主主義制度を以てしても、政治的決定が全会一致ではなく多

数決でおこなわれる以上、少数者の自由は常に侵される。フリードマンの危惧は、

自由の最大の危機である権力の集中（強制力の拡大）にあった。とりわけ、政治

権力と経済権力の結合による「権力の集中」を畏れたのである。それが、専制君

主であろうと、独裁者であろうと、議会における多数派であろうと同じことだと

考えた。市場経済は、経済的自由を与える。そこでは一人一人が実際に望むもの

を得られ、他者から強制されることもない。市場は人格を持たず、経済活動を政

治的見解から切り離す。そこでは政治、宗教、人種その他諸々の経済効率と無関

係な問題を経済活動から排除するのである、と 14）。つまり、経済と政治を分断

することが強制力の出現を抑制するとしている。

　ここで重要な点は、フリードマンが競争資本主義社会において経済活動は政治

活動その他の活動とは無関係なものと規定していることである。これは、経済領

域が非経済領域からの影響を被らないとの見解と同じである（この点は、また後

述しよう）。フリードマンの自由主義が、競争市場の存在と表裏一体であること
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は明白であろう。彼は、競争市場においてのみ自由主義が開花すると考えたので

ある。ただし、フリードマンは権力の解体、いわゆる分権化、民営化および規制

緩和等を強調するあまり、学問的観点からすると行き過ぎた面も見られる。特に、

「自由」という理念を「福祉」や「平等」といった理念の上位に置くといった理

念間の比較 15）は、イデオロギー以外のなにものでもなく問題なしとしない。し

かし、このことは逆に、フリードマンの主張を正当化する上で、不可欠な作業で

もあった。

　実のところ、フリードマンの自由主義思想の最大の欠陥は、その論拠が完全競

争市場を前提としなければ成り立たないことである。それゆえ、市場機構と一体

化しているのである。直言すれば、フリードマンの自由主義は「市場の失敗」の

分野では成り立たない。市場の失敗とは、経済社会において市場機構が機能しな

い、もしくは及ばない分野の存在を意味する。具体的には、所得分配、不完全競

争、外部性および公共財・サービスの問題等が主要なものである。それを彼自身

は充分意識していたと思われる。市場の失敗が、経済社会の中で無視できるほど

のものであるならば、たとえ人々の理念上でそうであったとしても、彼の主張の

かなりの部分が正当化されよう。したがって、彼には市場の失敗の分野を極力減

らす知的操作が必要であった。

　市場の失敗の発生は必然的だとしても、その問題をいかに取り扱うかは、多分

に恣意的な程度問題に帰着させることができる。社会の維持にとって、最低限必

要な政府の活動は、国防・治安維持・外交・法の整備といった分野である。政府

の役割をそうした分野に限定すべしとする考え方が、有名な「夜警国家論」であ

る。フリードマンも自由の拡大を推進する観点から、極力政治権力の行使を排除

するこの立場に与している。いわゆる「小さな政府」と呼ばれている考え方であ

る。一般人にとって「小さな政府とは、スリム化した官僚組織が行政運営に際し

て無駄をなくし、かつ民間経済へも極力干渉しない政府のあり方」と解せられる。

しかし、それは小さな政府の一面を表すにすぎない。

　フリードマン流の自由主義の立場からすると、小さな政府とは「反福祉国家」

のことである。彼にとって、福祉の充実もしくは福祉国家指向は、社会主義への

道程なのである。福祉は政治権力の民間経済への介入であり、自己責任で行動す



資本主義の地平

－ 45 －

る自由人の育成を阻むため、福祉水準は最小限にとどめるべきだと考えるわけで

ある。例えば、この論理にしたがって二つの民主主義国家Aと Bを考えてみよう。

二つの国家は経済規模が等しく、また歳入も歳出も同額だとする。しかし、A国

は歳出のうち半分を国防費に使い、福祉予算はほんの些少であるとする。B国は

逆に、歳出のうち半分を福祉予算にまわし、国防費は僅かだとする。一見すると

両国に差異はないように思われる。しかし、フリードマンからすれば A国は自

由主義国家であり、B国は社会主義への道をひたすら歩んでいる国家ということ

になる。なぜなら、国防の分野は国家の専管事項であるのに対し、福祉の分野は

国家の民間への介入と見なされるからである。

　フリードマンは自らの見解を、一般大衆のもつ先入観や偏見といった精神に訴

えかけることによって補強している。先ず、民間人の多くが抱いていると思われ

る「公務員や官僚に対する嫌悪感」への訴えである。「税金を払う者」と「税金

を使う者」との間に潜む緊張関係を利用したのである。官僚は無責任で無駄なこ

とばかりするので、彼等の権限は徹底的に制限されるべきである。同時に、彼等

の恣意性に経済運営を委ねることは極めて危険であるから、彼等の権力の及ばな

い制度（ルール）による統治を考えるべきである、と。

　次に、「社会主義思想に対する嫌悪感」への訴えである。フリードマンの社会

主義に対する嫌悪は自らのイデオロギーに発しているだが、同時に彼の主張の裏

付けとしても必要だったのである。言うまでもなく、たいていの人は、旧ソ連や

東欧諸国から洩れ聞こえてきた基本的人権の軽視や独裁政治といった国家権力の

濫用に生理的な嫌悪感を抱いてきた。また社会主義思想の資本主義諸国への浸潤

は、将来の軍事介入を招く危険性からしても、恐怖であった。既述のとおり、前

世紀末における社会主義諸国の崩壊は、こうした不安を一掃した。同時に、今ま

での恐怖の裏返しからか、多少なりとも社会主義的傾向を持つものへの批判が高

まった。経済面に限れば、「効率性の観点からすると無駄なもの」を排除する傾

向である。

　こうした議論は、官と民との効率比較の基準、および無駄をいかに定義するか

の観点が無ければ全く意味がない。通常、官業と民業の相違は当該事業の収益性

の有無で区分されよう。収益を生む事業は民が担い、収益を生まないが社会に必



資本主義の地平

－ 46 －

要な事業は官が担うという具合に。しかし、収益事業であっても低収益で莫大な

費用が初期投資にかかり、その回収に長期間を要する場合はどうか。鉄道事業や

高速道路建設などである。他の収益性のある事業との比較を無視しているので正

確には言えないが、おそらく民間は担わないであろう。この場合、社会的必要か

ら官が担うとして、民との効率比較はできるだろうか 16）。

　同様に、無駄の定義も難しい。例えば、同一コストで運営される同型のバスが

三地区（A、B、C）で運行される場合を考える。同じ通勤時間帯の乗車率が A

が三十％、Bが五十％、Cが八十％だとしよう。Aは Bより無駄で、Bは Cより

無駄であろうか。結局、最も効率のよい C地区のバス事業だけが生き残り、他

地区は廃止するのが最善なのか。A地区は地方の過疎地で高齢者の多い地区、B

地区は地方の拠点となっている中都市、および C地区は大都会だとすればどう

なのか。そう簡単に結論はでないのである。しかし、時代の流れはそうした論点

を押し流し、市場主義が大手を振って闊歩しはじめるに至った。

　

市場の失敗と現代経済理論

　自由と効率性を旗印に西欧社会から世界へ向けて膨張しはじめた市場主義は、

好むと好まざるとに拘わらず、資本主義過程における歴史的事実として注視せね

ばならない時代の潮流である。ここ十年、日本でも政治家、官僚、学者、経営者、

評論家、エコノミストおよびマスコミ関係者達の多くは市場主義を支持している

ように見える。もちろん、金融不安が生じるような時期は反動もあるだろう。し

かし、彼等の多くは既にケインズ主義を放棄しており、また市場主義に替わる理
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

念も持っていない
4 4 4 4 4 4 4 4

以上、市場主義にとどまり続けるか、反市場主義を掲げ根無し

草的立場に甘んずるかのどちらかであろう。

　しかし、経済学者の中に、特に最新の経済理論の研究者の中に、自らの学問的
4 4 4

立場として
4 4 4 4 4

市場主義を標榜している者はかなり少ない。このことは、正統派経済

学者の多くが現実経済への関心を喪失しつつあることと同時に、現代経済学の研

究方向を反映したものでもある。市場主義は、既述のとおり、新古典派理論の競

争市場均衡に基づく概念である。それは、個人の「合理性」と「完全情報」を前

提とした完全競争市場の分析に依存している。より正確には、生産側における「規
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模による収穫逓減（スケールメリットは存在しない）」という技術的制約も加え

ておこう。

　現代の新古典派経済学の分析対象は、従来の「個人と社会の調和」の研究、す

なわち一般均衡を巡る諸問題から一歩進んだものへと移ってきた。それは「完全

情報の仮定」に対する「不完全情報の仮定（情報の非対称性）」であり、「完全合

理性の仮定」に対する「限定合理性の仮定」である。すなわち、「個人と社会の

不調和の可能性」についての論及に学問的関心は移ったのである。そうした分野

は市場機構の機能しない、いわゆる市場の失敗が生じている分野といえよう。代

表的な研究方向は、不完全競争市場、不完全情報および企業組織等の分野である。

　中でも「ゲームの理論」は、現代経済学の一翼を担う分野となった。それは、

人間行動を考慮する際に、従来の最適化を図る合理的行動とは別の「戦略的行動」

を考察対象とするものである。伝統的な経済理論では、寡占市場の分析の範疇で

「戦略的状況」は考察されていたが、ゲームの理論では、より一般的な枠組みの

中での統一的な見解が示された。いわゆるルールの定式化の必要性と「ナッシュ

均衡」に基づく説明方式である 17）。他方、経済主体が市場取引に際して、商品

知識や取引相手に関する完全な情報を保持していない場合を分析対象にするのが

「不完全情報の経済学」である 18）。また、従来、ブラックボックスとして扱われ

てきた企業を、市場と対置する資源配分システムとして認識する新制度派経済

学 19）の研究方向も重要性を増している。

　ただし、誤解無きよう付け加えるならば、新制度学派の意味する「制度」とは、「経

済制度（システム）」を指し、「社会制度」一般を意味するものではなく、また歴

史性を考慮するものでもない。この点で、従来の制度学派とは明確に区別される

べきであろう。新制度学派は、経済制度に内在する市場を「見えざる手による資

源配分システム」、企業組織を市場と代替的な「見える手による資源配分システム」

と捉え、それまで考慮されなかった経済取引に要する取引費用を明示的に分析に

導入したことに意義がある。

　経済学者の関心が、完全競争市場における価格分析から市場の失敗の分野へ移

るにつれて、市場機構に対する評価も変化してきた。すなわち、市場機構による

需給調整は重要ではあるが、経済内には、それが及ばない分野も多々ある。した
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がって、市場メカニズムだけで経済全体を推し量ることは適切ではない。従来、

市場の失敗は「例外的事例」として扱われてきたが、それが「一般的事例」とし

て認識され始めたのである。正統派経済学者の多くが、学問的立場として
4 4 4 4 4 4 4 4

市場主

義一辺倒に偏らない理由である。

　市場の失敗を研究対象とする現代経済理論の多くは、不完全情報を持ち利害関

係を異にする経済主体の行動を扱っているが、各主体が合理的行動をとるという

点に関しては同質的であるといえる。また、行動様式を途中で変化させることも

ないため、それらは静態的状況を前提とした分析でもある。したがって、そうし

た研究方向は従来の新古典派経済学を補完するものとして位置づけられよう。も

ちろん、それらが経済理論の進展に大いに与ったことは言うまでもない。しかし、

ゲームの理論や不完全情報の理論（契約理論等）が、あまりにも専門的、局所的

および数理的な分析であるために、一般の経済人には、ほとんど理解できないの

ではないだろうか。それらは現実性から遙かに離れてしまっている。

　例えば、契約理論で使用される「プリンシパル（依頼人）・エージェント（代

理人）問題」である。この問題は、両者間に利害の不一致があり、代理人が依頼

人に観察不能な私的情報を有しているとインセンティブ（誘因）問題が生ずると

するものである。つまり、代理人が依頼人を裏切る危険性である。そうしたこと

をさせないように契約等においてインセンティブ設計が必要であることを主張し

ている。

　具体例として、金融における証券化をベースにした信用リスク移転の問題を挙

げておこう。ローンの証券化およびその後の商品の組み合わせが複雑になると、

ローンの最終的保有者（プリンシパル）と貸出の金融機関（エージェント）との

距離が遠くなり、金融機関がローンの最終的保有者を予想以上の損失から守るイ

ンセンティブが無くなってしまう問題である 20）。解決策としては、リスク情報

の開示および方法を制度的に確立する必要性を説くものである。

　この例で明らかなように、現代の経済理論の多くは、極めて部分的な問題を個

別に取り扱っており、経済全体の方向性についてインプリケーションを与えるも

のではない。ケインズ主義や市場主義のような「わかりやすさ」とは無縁なので

ある。一般の経済人が関心を持つ景気動向、金利や為替レートの動向、経済政策
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の問題といったマクロ的な経済現象に対して、現代の経済理論はなにも提示しな

い。そのため、民間の研究機関にせよ官公庁の機関にせよ、現実の経済分析には

旧来からの手法を用いているのが現状である。すなわち、統計数値をベースに後

付の解説をおこない、また時系列モデルや構造モデルを使ってトレンドを予測す

るのである。経済政策の場面においても、事情は変わらない。日本の場合、ケイ

ンズ政策から積極的財政政策を取り除き、規制緩和中心の構造政策を継ぎ足し、

景気対策は低金利政策に依存している。外生的要因である外需の動向によって景

気が左右されるというのが、ここ十年間の日本の状況であろう。

　「経済学は有用たり得るのか」という疑問の声が生じても当然であろう。しかし、

近年、そうした批判の声さえも上がらないことが、一九七〇年代後半にジョーン・

ロビンソンの唱えた「経済学の第二の危機」ならぬ「経済学の第三の危機」に現

代が直面している証左かもしれない。対して、主統派経済学者の側も二通りに分

岐している。

　一方は、現実経済から目を背けつづける経済学者達である。彼等は現実経済で

生起する事象に対して寡黙である。言うべき何ものをも、持ち合わせていないか

らである。いわゆる黒板経済学の信奉者といえる。彼等は、数理的手法を用いて

局所的な問題だけに注力している存在である。しかし、米国流の経済学教育シス

テムが、彼等を生み出したともいえる。米国の多くの大学では、佐和隆光が「制

度化された経済学」として指摘しているように 21）、限定された領域を、定めら

れた数学的手法を用いて、既に確立された理論に基づき論文を書かなければ研究

職には就けないシステムなのである。

　昨今、企業・大学・官庁を問わず、日本の優秀な若手研究者が米国へ留学し、

修士号や博士号を取得してくる風潮は大いに喜ばしいことではある。しかし、狭

小な学問範囲に専心するあまり、そうした悪弊までも持ち帰らないことを願うの

は、筆者のみならず経済学の将来を案じる全ての経済学者の共通の願いに相違な

い。学問的守備範囲を遵守して局所的な関心に注力することは、経済学への一つ

の接近方法ではある。しかし、そうした経済学者の中には、古典から経済思想を

学ぶことを軽視する傾向も散見される。学問に対する謙虚さを忘れ、先達への畏

敬の念を失う者に、学問を論ずる資格はない。
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　他方は、実際的要請によって、現実の経済現象への評論をおこなう正統派経済

学者達である。前に指摘したように、彼等の研究する現代の経済理論は現実問題

を取り扱えない。金融不安、年金問題、食の安全の問題、環境問題そして資本主

義社会の行く末に関して、答えようがない。ゲームの理論、契約の理論その他では、

よほど時間をかけて定式化しモデルを組まなければ無理なのである。その際、一

般妥当性を得るための抽象化の作業も必要となってくる。それも個別的問題毎に

モデルを造らなければならない。不可能であろう。したがって、彼等は既存の経

済思想に基づいて答えざるを得ない。以前は、ケインズ主義であったろうし、現

在は市場主義およびその系列の思想であろう。いずれにせよ、論理実証主義や反

証主義に足枷をはめられたツケが、現実の経済分析における正統派経済学の地盤

沈下をもたらしたといえよう。

4．資本主義過程の構造

資本主義分析の射程

　資本主義分析への接近方法は、多様である。いかなる段階の資本主義を分析す

るかによって、すなわち分析目的に応じて、適用すべき接近方法は複数存在する

のである。資本主義過程を歴史過程から切り離し、社会領域から経済領域のみを

取り出し、さらに人間を合理的経済人と見なし、競争市場以外の他の諸要素を全

て与件と考えれば、新古典派経済学の資本主義観が現出する。すなわち、「資本

主義の本質は、市場機構である」、と。既述のように、この新古典派経済学のア

プローチは、資本主義を純粋理論構築のための外的環境として位置づけており、

資本主義自体を明示的に分析対象とすることはない。そもそも分析目的が異なる

ため、現実の資本主義社会の分析には用をなさないのである。もちろん、それも

一つの接近法であろう。しかし、本論では現実の資本主義過程を分析対象にする

ため、別の接近法を選択する。

　意味ある資本主義分析をおこなうためには、資本主義の諸様相について論じて

おく必要があろう。先ず、現実の資本主義社会を考えよう。当然のことながら、

資本主義社会は歴史的時間の中を進行している。したがって、それを資本主義過
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程と呼ぶこともできよう。資本主義社会の構成員である私達は、日常、何をして

いるのだろうか。少なくとも、一つの活動だけに専念している人はいないであろ

う。私達は、経済活動をおこない、同時に、音楽を楽しみ、文学書を読み、スポー

ツで汗を流し、政治・社会・宗教について語らい、地域社会で活動をし、教育問

題に頭を悩ませている。そうした個々人の集団が社会であるから、資本主義社会

の全体は捉えどころのない混沌としたものとなり、それを一括して論じたとても、

それは単なる歴史的叙述にすぎず、理論的にはほとんど意味がない。

　意味ある資本主義分析の第一段階のアプローチとしては、便宜的に、資本主義

社会を経済領域と非経済領域に分割して考えることが肝要である。この操作に

よって、われわれは、経済理論や経済思想から学んだ分析手法を利用でき、また

近隣の社会諸科学の研究成果も取り入れることができるのである。

　第二段階のアプローチは、経済領域と非経済領域の関係を規定することである。

それは人間行動をどう考えるかという問題を含んでいる。さらに、この関係の定

立には、「資本主義社会を動かしている本質は何か」という認識が前段階として

必要である。その意味で、この認識の中には学者のヴィジョンやイデオロギーが

不可避的に混入する。この認識段階における優れた直感力およびヴィジョン形成

力に関して、われわれは、稀有な才能に依存せねばならない。ケインズの言葉を

用いれば、「珍鳥中の珍鳥」のような歴史、哲学、数学等に通暁した優秀な経済

学者の思想に虚心坦懐に接近する必要があろう。ここでは、マックス・ウェー

バー、カール・マルクス、ケインズおよびシュンペーターの見解を考察する。こ

の第二段階では資本主義社会を歴史経過の瞬間写真として考え、概念規定だけに

とどめる。もちろん、「静止的な資本主義」は、言語矛盾に他ならない。したがっ

て、この操作は便宜的なものにすぎない。

　第三段階のアプローチは、第二段階で得られた資本主義社会の画面に時間概念

を導入することである。各領域の発展段階を明示し、それが如何なる時代の流れ

を生むのかを考察するのである。さらに、第四段階のアプローチでは、資本主義

分析の理念型としての構造モデルを用いて、歴史的時間の経過の中での分析をお

こなう。いわゆる、「理論付けられた歴史叙述」である。もちろん、本論での分析は、

壮大なる資本主義過程における「理論付けられた歴史叙述」のほんの一端を対象
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とした、そして僅か数ページを追加する程度の試論にすぎない。

　

経済領域と非経済領域の交渉

　資本主義社会を経済領域と非経済領域に分割して考察するアプローチは、資本

主義分析として確立していると思われる。マルクスやシュンペーターはこの図式

から資本主義論を展開している。また、ポール・クルーグマンやロバート・B・

ライシュ等の現代の資本主義論においても、それ等は「資本主義の変質」および「グ

ローバル資本主義の是非」という視点からの分析が多いのであるが、論者が意識

するか否かに拘わらず、両領域の区分に立脚して議論を組み立てている（その詳

細は次章で論ずる）。

　経済領域と対置される非経済領域は、政治、法律、制度、宗教、文化、芸術お

よび学問等々といった多岐にわたるものである。そうした領域の中から、経済領

域との関係で最も本質的と思われるものを取り出し、かつ立論する作業は、各学

者のヴィジョンに依存する。もちろん、経済活動、政治活動およびその他の活動

も、全て一個人の中で日常的におこなわれているわけであるから、最終的な分析

対象は「人間の精神」の形成過程に関わってくる。同時に、個人の精神が、歴史

的経過に伴う社会環境の変化にいかに影響されるか。そして、精神内部でいかな

る化学的反応が生ずるのかも問題となろう。以下では、前述の経済思想家達の展

開した資本主義論を概観し、それらの底流に存する共通の資本主義観を探ること

にしよう。

　マックス・ウェーバーの資本主義観は、著書『プロテスタンティズムの倫理と

資本主義の精神』から伺い知ることができる。ここで言う資本主義の精神とは、

自分の資本を増加させることを目的とするだけのものではない。そうした行為は、

単なる金銭欲から発する利殖行為にすぎず、その物欲指向は、時代を問わず（古

代においても、中世においても）、場所を問わず（中国にも、インドにも、バビ

ロンにも）、どの社会においても存在してきたものであり、資本主義を特徴づけ

るものとは言えないのである。彼の唱える資本主義の精神とは、「自己の資本の
4 4 4 4 4 4

増殖を義務と考える思想
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」であり、そうした独自のエートス（Ethos）を指すも
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のなのである 22）。

　ウェーバーの問題設定は、「反営利的性格を持つ禁欲的プロテスタンティズム

から、なぜ、資本主義の精神が生まれるに至ったか」ということである。すなわち、

資本主義文化を特徴づける「職業労働への献身」へと至る合理的思考と生活の具

体的形態は、いかなる精神的系譜に連なるものだったのかが問題視されたのであ

る 23）。彼の膨大な文献渉猟に基づく論証過程を省いて、結論だけを提示するな

ら次のようになろう。カルヴァン派から派生した英国のピューリタニズムを典型

例として、彼が示しているのは「労働は禁欲の手段である」ことである。すなわち、

禁欲的宗教心と職業労働とは共に神へ仕える方法として是認されているわけであ

る。さらに、「天職思想」、すなわち「職業を神から与えられた天職」との認識が

加わることによって議論は完結する。「労働は神の定めた生活の自己目的であり、

神の栄光のために働け」と。ここにおいて、積極的に職業へ専心する文化様式が、

プロテスタンティズムの倫理に則って形成されたことが示されたのである。

　われわれの図式に、ウェーバーの資本主義観を形式的に投影するなら、次のよ

うになろう。ウェーバーは、非経済領域の中から「宗教」領域を取り出し、それ

を経済領域に対置させた。そこで対象となった経済領域は、資本の自己増殖もし

くは蓄積を目指す経済人の精神であった。すなわち、人間の経済行動に影響を及

ぼす要因の分析である。ただし、ウェーバーは歴史性を重視したため、資本主義

過程の勃興期における西欧社会の文化的側面に議論は限定され、一般性を持つに

は至らなかった。また、彼の議論は、非経済領域から経済領域への一方通行の作

用形態を示すものであって、逆方向の反作用は考慮しなかった。経済的地位や富

の多寡によって、宗教心が揺らぐことはないと考えたのであろう。

　資本主義分析における最大の巨人が、カール・マルクスであることに異論の余

地はないと思われる。十九世紀を通じて、彼は初期資本主義段階の圧倒的な生産

力の爆発的拡大を目の当たりにすると共に、そこから波及した摩擦と軋轢が社会

的な諸矛盾となって噴出した過程を観察し、壮大なるマルクス体系を創り上げた。

マルクス学説に対する評価は時代に応じていかに変遷しようとも、彼が築き上げ

た方法は、資本主義分析のひな型として後世までその名を留めるであろう。
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　ただし、マルクス体系は一枚岩的な体系であり、経済領域と非経済領域が歴史

過程の中で一体化しているため、そこから資本主義分析のモデルとなる構造を導

出することはかなり難しい。すなわち、歴史的事実、イデオロギー、古典派経済

理論および他の社会諸科学の様々な知識が、雑駁に渾然一体となって同化してい

るのである。したがって、ここではマルクス学説の中核である社会階級論を中心

に、彼の資本主義分析に接近する。その際、シュンペーターが、大著『経済分析

の歴史』の中でおこなったマルクスの唯物史観の解釈を援用することにする 24）。

　シュンペーターは、唯物史観を特定の哲学に結びつけることなく、一つの作業

仮説として解釈している。それは、次の三命題に帰着させられる。

（A）社会のあらゆる文化的表現は究極において社会の階級構造の関数である。

（B）社会の階級構造は究極において生産構造（生産関係）によって支配される。

（C）生産の社会的過程は、内在的進化を示す。

　上記（A）の「社会のあらゆる文化的表現」が、いわゆるマルクスの言う資本

主義社会の「上部構造」であり、（B）の生産構造が「下部構造」である。われ

われの図式で言えば、上部構造が非経済領域であり、下部構造が経済領域であ

る。この命題を見れば、マルクス体系において経済領域と非経済領域が階級構造

によって連結されていることが理解されよう。同時に、両領域の関係が一方的な

因果関係であることも読み取れよう。すなわち、マルクス体系の代名詞とも言え

る「下部構造が上部構造を規定する」のである。

　マルクス体系の根幹は、命題（B）に集約されている。すなわち、人間は自ら

の属する社会階級の経済的利害に、その行動を支配されるということである。資

本主義過程の進行は、中産階級の解体の過程であり、究極において生産手段を有

する少数の「資本家階級」と、自らの労働を商品として売る以外何ものをも持た

ない多数の「無産階級（プロレタリアート）」に分化する。資本主義経済の生み

出した生産の成果は、分配の問題として階級間に社会的緊張関係をもたらす。い

わゆる「搾取」の問題である（「搾取の問題」と、現代における「格差の問題」

は類似の概念であり、それは政治的調整の有無に帰着されるのだが、後に論ずる
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ことにする）。

　階級間の緊張関係が飽和点に達する時、階級闘争の最終段階がやってくる。そ

れが、プロレタリア革命である。マルクス学説では、階級間の所得分配に関する

政治的調整がおこなわれない。それは、独占資本が容易に政治権力と結びつくと

考えられているからである。少数の資本家が政治権力と結託し社会を支配するな

らば、政治による所得の再分配は期待し得ない。そうした社会体制は、国内的に

は独占資本主義であり、対外的な拡張を考慮するなら帝国主義である。そうした

段階における階級対立の最終的解決策がプロレタリア独裁による「階級無き社会」

の実現であった。マルクス学説は、後のマルキスト達によって政治的スローガン

として利用され、社会主義国家形成の理論的基盤を提供することになった。

　しかし、彼の学説が歴史過程と分離し得ない分析であることを忘れてはならな

い。彼は、初期資本主義段階における真実を、彼独自のイデオロギーを通して分

析したのである。彼の収集したその時代の諸事実と、自身の研究成果から将来を

展望したのである。それ以上でも、それ以下でもない。したがって、彼の学説は

歴史を離れて妥当する一般性は持っていない。二十世紀末の社会主義国の崩壊を

以て、マルクス学説を低評価するとしたら、そこに大きな誤解を見いだすことに

なろう。学説の持つ真意は、それを利用する人間や組織によって歪めれるのが常

である。「階級無き社会の実現」の目標が、現実には労働貴族を頂点とする新た

なヒエラルキーの形成につながったことまでを、マルクスは予想し得なかったで

あろう。

　ケインズの資本主義観は、マルクスに比して穏当なものであった。それは時代

性、すなわち歴史段階の相違に基づくものであろう。ケインズは、シュンペーター

と同じく、マルクスの没した一八八三年に生を受けた。一八八三年は、奇しくも

資本主義過程の分析に正面から取り組んだ三巨人が交錯した年であった。

　マルクスと同様に、ケインズもまた経済領域と非経済領域の交渉に関して社会

階級を媒介とする一方通行の経路を想定している。すなわち、経済領域から発す

る「生産の成果」の分配に関する階級間の利害得失が人間行動を規定するという

図式である。ただし、ケインズの社会階級観は、マルクスの「資本家階級と労働



資本主義の地平

－ 56 －

者階級との対立」という単純な想定とは異なり、二重構造となっている。ケイン

ズは、社会階級を「投資者階級（金利生活者）」、「企業家階級」および「労働者階級」

の三階級に区分した。さらに、投資者階級を「非活動階級」、企業家階級と労働

者階級を「活動階級」と考えた 25）。投資者階級と企業家階級の分離は、資本主

義過程における「所有と経営の分離」に基づくものと解される。また、ケインズ

は階級対立として活動階級と非活動階級とのそれを重視しており、企業家階級と

労働者階級との対立は副次的なものと見なしていたと思われる。

　ケインズの階級観で特徴的なのは、投資者階級（金利生活者）である。この想

定は、二十世紀初頭の英国の事情を色濃く物語っている。すなわち、当時、英国

は既に「世界の工場」としての地位を失い、後発の資本主義諸国（米国やドイツ）

へ大量の資本が流出していた。長年、自国で蓄積されていた資本が、国内へ投資

されずに、有利な投資機会を求めて海外へ向かったのである。もしも、それが国

内へ投資されたなら、国内金利が低下し、金利生活者の得る利子所得は減少し、

金利低下によるインフレの危険性も高まる。インフレが金利生活者にとって最大

の脅威であることは言うまでもない。過去の繁栄によって蓄積された巨額の資本

と、海外での有利な投資機会の存在が、金利生活者という独自の階級が勃興した

契機となった。大量の資本供給と、それを吸収し得ない国内投資（資本需要）と

いう状況こそ、「成熟せる資本主義経済の停滞」というケインズのヴィジョンそ

のものを顕している。

　高金利およびデフレは金利生活者にとって有利な状況であるが、逆に、企業家

階級にとっては最悪の状況でもある。労働者階級もまた雇用問題に関しては企業

家階級と利害を共にしている。もちろん、労働条件をめぐる問題では、両者は対

立関係にある。こうした社会階級間の利害対立は、各階級に属する人々を政治的・

社会的行動へと駆り立てる。しかし、そうした対立が、マルクスのような階級闘

争という形で先鋭化することはない。当時の英国では、既に、議会制民主主義に

基づく政治的調整が可能であったからである。当時の三大政党、すなわち、保守党、

自由党および労働党に自らの階級の利害を託すことができたのである。階級間の

利害対立に関して政治的な手段による解決策の無かった、いわば出口がなかった

マルクスの時代との相違である。
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　経済的利害関係によって階級間の対立は生ずるが、その対立は民主主義という

制度的ルールによって調整され、政策という形で一本化される。しかし、政策は

社会的情勢、すなわち、当該政策への反動勢力と護持勢力との間の政治的力関係

によって流動的にならざるを得ない。これが、ケインズの経済領域と非経済領域

の交渉形態の概略である。ただし、マルクス同様、非経済領域からの反作用は考

慮されていない。

資本主義の経済エンジン

　次に、本論における資本主義構造モデルの基軸となる、シュンペーターの資本

主義分析の概要を提示する。シュンペーター体系は、資本主義分析に関して学説

史上および現代においても比肩すべきもののない壮大なる体系であるが、ここで

は筆者がシュンペーターに依って立つ理由、すなわち他の資本主義論者に比べて

優れていると考えられる理由を二点に絞って解説してゆく。

　第一に、シュンペーターが資本主義過程における経済発展のダイナミズムに関
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

して明確な論理を提示していること
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、である。マルクスにせよ、ケインズにせよ、

また現代の資本主義論の論者にせよ、資本主義経済過程が、それ以前の体制と比

べて、圧倒的な生産諸力の拡大過程であるとの認識を共有している。ウェーバー

もまたそうであろう。マルクスの言葉から一例を挙げるなら、「ブルジョア階級は、

かれらの百年にもみたない階級支配のうちに、過去のすべての世代を合計したよ

りも大量の、また大規模な生産諸力を作り出した。（中略）これほどの生産諸力

が社会的労働のふところのなかにまどろんでいたとは、以前のどの世紀が予感し

ただろうか 26）」と。

　こうした認識が新古典派的な経済観から生じないことは明らかであろう。そこ

は安定と調和を伴った静止状態にあり、内在的な発展の起動因が存在しないから

である。ただし、シュンペーター以外の資本主義論者達は、「なぜ生産諸力の拡

大が生じたのか」という問題へは踏み込まなかった。すなわち、資本主義経済

過程が景気変動を伴った不比例的な発展を続けることの原因を探求することはな

かったのである。したがって、彼等にとって「資本主義過程における経済的進展」
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は、当然のこととして扱われることになった。つまり、「与件」としてである。

この取り扱いは、クルーグマンやライシュの現代資本主義論においても変わらな

い。

　シュンペーターは、主著『経済発展の理論』において、資本主義過程の「内生

的かつ非連続な経済発展」の主因として「新結合（すなわち、革新）」を挙げて

いる。革新とは、単なる技術革新のみを指すのではなく、それ以外に新市場の開

拓、新たな要素供給源の開拓および新事業組織の設立といった広範囲にわたるも

のである。そうした革新の担い手が、「企業者」なのである。シュンペーターの

いう企業者とは、慣行の経済活動を十年一日のごとくおこなう経営者（シュンペー

ターの用語からすると「単なる業主」）ではなく、今まで誰も成功したことのな

い革新の遂行を自らの使命として活動する主体である。彼は、類い稀な強い意志

力と実行力を以て慣行の軌道を打ち破る生産の指導者である。彼にこれを強いる

動機は、私的王国を建設しようとする夢想と意志、勝利者意識の獲得および創造

の喜びといったものが挙げられる。また、この企業者概念は、革新の遂行と結び

つく機能的概念であり、同一人であっても革新の遂行を停止した時点で、「企業者」

の称号は剥奪される。

　明らかに、シュンペーターの企業者は、合理的経済人ではない。資本主義経済

内には、こうした異質の行動様式をとる人間類型が、合理的な行動に終始する人

間類型と共に並存することが特徴であると彼は考えたのである。この異質なメン

タリティーが資本主義社会にビルト・インされていることによって、資本主義経

済は発展しているのである。そして、革新を基軸として、革新を担う企業者、そ

れをファイナンスする銀行による信用創造、革新遂行の結果として発生する企業

利潤等の価格現象、革新の非連続的発生に起因する景気変動といった資本主義過

程の経済発展メカニズムが提示されたのである。また、革新の遂行が、旧来のも

のに固執する事物の破壊を伴う過程、いわゆる「創造的破壊」過程であることは

一般の経済人にも良く知られたことであろう。

　資本主義過程の経済的成果の論拠を問われた場合、われわれは、シュンペー

ターに行き着くしかないのである。シュンペーター以降、内在的な資本主義経

済の発展論がいまだに存在しない以上、彼はその分野における第一人者であり
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続ける。したがって、われわれは、シュンペーター体系を学説史的関心から取

り上げるのではなく、あくまでも資本主義過程の今日的問題の解決のためにそ

うするのである。

　第二に、経済領域と非経済領域との交渉経路に関して自由度が高いこと、した

がって歴史過程に対する適用範囲が広いこと、である。このことを解説しておく。

マルクスにあっても、ケインズにあっても、経済領域と非経済領域との交渉形態

は、社会階級を媒介とする前者から後者への一方通行のものであった。具体的に

一個人の場合で考えよう。彼は労働者であり、労働者階級に属しているとする。

彼は、日々過酷な労働条件で働いているのだが、賃金は低い。他方、資本家（も

しくは企業家）は、贅沢な生活を送っている。彼は、こうした経済環境（所得分

配）に強い不満を持っている。ここから、二つのケースが考えられる。

（A）マルクスのケース：新たに没落した中産階級等が産業予備軍（大量の失業

者のプール）を形成することによって、社会の労働供給量が増加し、彼の労働条

件はますます過酷になる。経済的困苦により、彼は自分の生活で精一杯となり家

族も崩壊の危機を迎える（人間疎外）。彼は、この経済的苦境をなんとか解消す

るために政治的・社会的行動を起こそうと思っているのだが、そうした政治勢力

も見あたらない。何かのきっかけで、彼の不満は爆発しそうである。

（B）ケインズのケース：彼は、この経済状況を打破したいと願っている。特に、

国内の高金利によって企業が萎縮し、雇用環境も悪化したままなのは気がかりだ。

デフレもなんとかしたい。労働組合の集会へも参加しているのだが、この経済的

苦境を脱するには、次回の選挙で自由党に投票すればいいのか、労働党に投票し

たほうがよいのか決めかねている。

　上記の例で明らかなように、マルクスもケインズも、経済的利害対立が人間の

政治的・社会的行動を規定すると考えている。ただし、彼等の議論は極めて特定

の歴史状況に立脚した見解であるため、資本主義過程の一般的構図として取り上
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げるのは、いささか問題なしとしない。人間は、経済的要因によってのみ、政治

的・社会的行動をとるものなのだろうか。「人はパンのみにて生きるにあらず（新

約聖書「マタイによる福音書」より）」とは、単なる宗教上の説諭にすぎないの

であろうか。

　シュンペーターの場合、経済的要因と非経済的要因の交渉は、社会階級を媒介
4 4 4 4 4 4 4

としたものではなかった
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。もちろん、彼の学説にも社会階級は規定されていた。

経済的基盤からの分類である資本家階級、労働者階級およびブルジョア階級も存

在する。しかし、そうした通常の社会階級とは別に、それらの階級の横断面的な

階級（階層）をも考えていたのである。いわば、シュンペーターの階級観は二重

構造になっているのである。彼は、「指導者の社会学」に立脚し、社会の様々な

領域における階層の特徴を少数の「指導者」と多数の「追随者」から成るものと

して認識していた。しかし、この図式からすると、指導者が資本家階級に属して

いる必然性は存在しない。例えば、華道の家元が、生活のために企業勤めをする

こともあり得るし、また経済領域における革新的企業者が、事業の成功によって

多大な企業者利潤を獲得し、資本家階級へ参入することもあり得るのである。

　実際のところ、シュンペーターは社会階級が経済対立の温床であるという従来

型の思考とは完全に決別していたのである。その理由は、資本主義経済過程の圧

倒的な生産力にある。すなわち、革新の遂行による多大なる経済的果実は、従来

より高品質のものを、大量に、かつ低価格で資本主義社会の人々にあまねくもた

らすと想定しているからである。資本主義の経済エンジンは、唸りを上げて、巨

大なる富を資本家階級の懐中へと届けるだけではなく、労働者階級へも、ブルジョ

ア階級へももたらすことになる。

　「衣食足りて礼節を知る」という諺にはもっともな意味がある。人間が物欲の

権化として、飽くなき欲望の追求者として登場するのは、新古典派経済学におけ

る「欲望の不飽和性」の仮定の下だけである。同様に、「効用最大化」の仮定に

基づき、自己の利益だけを追い求める人間の想定もその理論の中だけである。現

実は、そうではない。人間は、断じて、それほど浅ましい存在ではない。シュン

ペーターは、ある程度、経済的に充足した人間の精神面の成長を考慮したのであ

る。すなわち、人間性の向上である。物質面の充足の先にあるものは、精神面の
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豊かさであろう。それは、教育の重視であり、文化・芸術面への接近である。同

時に、社会のマイノリティーへのいたわりの気持ちである。児童、高齢者、障害

者、疾病者、貧困層等に対する厚情である。福祉、医療、年金等への配慮である。

一般的には、社会性のメンタリティーである。シュンペーターは、資本主義過程

の進展が、そうした社会的雰囲気を醸し出すと考えたのである。

　同時に、彼は、企業者機能が個人から組織へ移り、さらに自動化される段階へ

至ると、資本主義経済を支えてきた精神自体が変容し、別種の体制へ移行する可

能性を長期的視点で論じた。しかし、そうした体制移行の問題を考えるに際して

は、「一世紀でさえも短期である」という視点から論ずる必要があり、ここでは

触れない。本論では、資本主義過程が変質しつつある「過渡期の問題」の説明図

式として、シュンペーター理論を参考にしてゆく。

　それでは、シュンペーター体系における経済領域と非経済領域の交渉経路は何

であろうか。資本主義過程の進行により階級観間での利害対立が希薄化し、逆に

利害の協調性が促進される。こうした段階において、経済的要因に替わって個人

の政治的・社会的行動を決定するものは何か。それは、専ら個人の信条や理想と

いった「自らの意志」である。個人の行動は無目的におこなわれるものではなく、

何らかの行動基準に従っておこなわれている。その基準は、各個人に固有の価値

観であろう。しかし、個人の価値観といえども、歴史的状況ないし社会的状況か

ら独立のものではない。それは、社会的規範である倫理観、道徳観から始まって、

政治・経済・外交等に関する考え方、さらに風俗や食生活といった日常生活の様

式に至るまで現行の社会体制からの影響を被っている。われわれは、社会の各構

成員に少なからざる影響を及ぼすものの総体を、シュンペーターにならって、「時

代の精神」と呼ぶことにする。

　「時代の精神」は、個人の行動様式を基本的に規定するものである。しかしそ

れは、天与のものではなく、歴史過程の中で形成されたものに他ならない。資本

主義過程における「時代の精神」も、経済発展過程から生まれたものである。資

本主義の経済発展の本源は「革新の遂行」であるが、それは個人のロマン主義的

精神によって発揚されたものである。しかし、経済発展の進行は、必然的に経済

効率の追求および技術競争によって生ずる生産技術の高度化を促した。同時に、
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この過程は企業規模の拡大と、生産および経営に関する専門家集団を生むことに

なった。もはや一個人の力では、技術の専門化・細分化および経営規模の拡大や

多様化に対応しきれないからである。ガルブレイスの言葉を用いるなら、そうし

た専門家集団は「テクノクラート」である。彼等は、怜悧な頭脳で「合理的経済

計算」に基づき組織や社会を統治する。彼等は企業者ではなく、「企業者機能を

有する組織」の管理者である。この段階が、いわゆるトラスト化資本主義段階で

ある。この段階が進むにつれて、ロマン主義的精神は背後に追いやられ、「時代

の精神」は合理的思考および合理的行動を重視する傾向へと向かう。シュンペー

ターによれば、「資本主義は、ただ単に経済活動一般のみならず、結局のところ

人間行為全般を合理化する推進力となる 27）」のである。すなわち、資本主義過

程における根本的な時代の精神は、「合理主義的個人主義の精神」と考えられる

のである。

　ただし、本論の基本図式では、前に述べたように、高々度に発展する以前の過

渡期における資本主義過程をも分析の射程に収めるため、次のように想定する。

すなわち、経済領域と非経済領域の相互交渉は、基本的に個人の価値観に基づく

人間行動を媒介としておこなわれる。個人の価値観は、時代の精神からの影響を

被ると同時に、自己の経済的立場（利害関係）からも孤高たり得ない。さらに、

資本主義過程全般を通ずる根本的な時代の精神が、合理主義の精神であるとして

も、歴史的個体たる資本主義過程の一定期間（例えば、十年～二十年の経過）を

分析するに際しては、短期的な影響しか持たないが時代に大きな影響を与えてき
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

た社会思潮も副次的要因として考慮すべき
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

であること、である。

　合理的精神は、比較的速やかに人間の経済行動を支配するように思われる。た

だし、人間の政治的・社会的行動を観察した場合、偏見や先入観といった非合理

なものに起因する社会思潮が、たとえ短期的であったとしても、かなりの影響力

を持つ場合がある。極度のナショナリズム、人種差別、極端な反共思想、過度な

る人権擁護思想等々である。いずれもバランスを失した思潮であるが、現実の資

本主義過程を分析する上では避けて通れないものであり、分析の範疇に含めてお

くことにする。
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資本主義構造の解釈図式

　われわれの資本主義過程に対する分析目的および分析観点の概略は、これまで

の説明で明らかになったと思われる。ここでは、われわれの資本主義分析の基本

となる構造図式を提示することにする。先ず、われわれの分析の基盤をなすシュ

ンペーターによる資本主義過程の解釈構造を下記の命題として提示しておく。

（A） 資本主義経済過程（下部構造）は、内在的な発展過程である。

（B） 資本主義経済過程の発展は、究極において階級構造を破壊する。

（C） 資本主義社会の上部構造（非経済領域）は、究極においては「時代の精神」

に規定される。

（D） 資本主義経済過程は、「時代の精神」を醸造するが、究極的にそこからの反

作用として上部構造の影響を被る。

（E） 内在的な発展過程は、企業者機能に基づく革新によって発生する。　　　

　

　シュンペーターは、体制移行の問題を考察対象にしていたため、資本主義過程

の最終形態、すなわち全ての社会的諸力および文化様式の作用が出尽くした画面

を提示している。それを上記の命題では、「究極において」という言葉で表現し

ておいた。

　しかし、われわれの分析対象は、最終形態としての資本主義過程ではなく、そ

こへ至る過渡期の資本主義過程である。また、シュンペーターが資本主義過程の

行き着く状況を予測したのは一九四〇年代であり、それ以降、資本主義過程に本

質的影響を及ぼす新たな諸要因が発生しているかもしれない。したがって、過渡

期の分析を通じて、最終的帰結がシュンペーターの見解とは別種のものになる可

能性も大きい。シュンペーター自身、社会の上部構造は「文化的プロテウス」と

して、将来の社会の多様性を容認している。しかし、「資本主義過程の長期的帰結」

の考察は、本論の分析目的ではない。われわれは、あくまでも「過渡期の資本主

義過程」の解釈構造を探求しているのである。

　さて、われわれの目的に合致させるためには、前のシュンペーターの命題に新

たな「補助命題」を導入する必要があろう。ここでは、二つの補助命題を付加す
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ることにする。先ず、命題（B）に替えて、次の（B′）を導入する。

（B′） 資本主義経済過程は、経済的利害の温床としての社会階級の意味を低下さ

せる。

この補助命題の意味は明らかであろう。経済発展は、人間の政治的・社会的行動

を社会階級のくびきから解放する過程である。ただし、完全に階級の利害から解

放されるのには、かなりの期間を要することも事実であろう。そうした過渡期を

分析するために必要となる命題の微調整である。

　次に、シュンペーターの命題（C）に替えて、次の（C′）を導入する。

（C′） 資本主義社会の上部構造は、「時代の精神」および「時の社会思潮」に規定

される。

この補助命題の意味は、資本主義過程全般において、合理主義的個人主義の精神

が時代を貫徹しているとしても、それだけでは語れない傾向もある。個人の持つ

先入観、偏見およびイデオロギーといった非合理的要素の中で、時代の権力によっ

て利用され、誇張され、喧伝された結果、人間行動に甚大なる影響を持つに至っ

た思想の総体を「時の社会思潮」と考え、それを考慮するということである。「時

の社会思潮」とは、「資本主義過程の一定期間（およそ五年から十年程度）、特定

の社会（国家）における人間行動に影響を及ぼす思想」と定義しておく。それは

また、政治過程の役割を重視することでもある。われわれの資本主義過程を解釈

する構造図式を提示しておく（4-1図参照）。

　（4-1図）において、経済領域から非経済領域へ至る経路の概略を示しておく。

「シュンペーター経路」は、作用「A→ B→ C」と反作用「α→β」にて構成さ

れている。われわれの経路である「過渡期の経路（準シュンペーター経路）」は、

作用「A→ B′→ C′」と、同じく反作用「α→β」にて構成されている。

参考までに、マルクス経路は、一方通行の作用「A→ X→ Z」であり反作用はない。

また、ケインズ経路は一方通行の作用「A→X→Y」として示される。ちなみに「D」

は、時の社会思潮と政治過程の相互作用を表している。
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5．資本主義の今日的問題

グローバル化と資本移動

　ここ二十年間、資本主義過程に最も影響を及ぼした事象は、経済のグローバル

化であった。特に、社会主義諸国が崩壊し、中国が本格的に世界経済への参入を

果たして以来、グローバル化の進展には著しいものがある。かつて、資本主義に

固有の経済論理であった、いわゆる「資本の論理」を拒んできた社会主義体制の

壁は既に無く、資本は高収益率に導かれ、自由に世界中を闊歩する。先進資本主

義諸国に蓄積されてきた膨大な資本が、旧社会主義諸国という新たな新天地（投

資対象）へ奔流のごとく流れ込んだ。さらに、従来、閉鎖的な経済政策をとって

いたブラジルやインドのような国々が、開放政策に転換したことも国際間の資本

移動を加速させた。

　それでは、なぜ、こうした資本移動が生ずるのか。より広い意味では、グロー

バル化が生じた理由は何か。グローバル化は、前に簡単に定義したように、「ヒト・

カネ・モノが効率至上主義に基づき自由に世界中を駆けめぐる」事態を指す。す

なわち、「カネ（資本）の流れが、モノの流れを生み、さらにはヒトの流れが生

ずる過程」である。先進国と比較して旧社会主義諸国、中国、ブラジルおよびイ

ンド等の諸国は、経済面からすれば発展途上国である。なぜ、資本はそうした途

上国へ向かうのか。そうした諸国が、なぜ、高い資本収益率をもつ有利な投資先

たり得るのか。ここでは、そうした問題を考えることによって、その背後に存す

る資本主義過程の論理について言及する。

　多国間の資本移動は、投機的要因を除けば、基本的に各国の予想資本収益率の

相違によって生ずる。予想資本収益率は、予想収益（E）を投下資本（K）で除

したものとして定義される。すなわち、E／ K。もっとも、「資本」は一時点に

おける賦存量を示すストック概念であるから、一定期間をとった場合には、資本

ストックの増減を表すフロー概念としての「投資（I）」が使われる。すなわち、

投下資本全体の収益率を示すものが予想資本収益率であり、新規投資もしくは追

加投資の収益率を示すものが予想投資収益率である。後者は、予想収益を投資で
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除したものとして定義される（E／ I）。もちろん、資本移動は、予想収益率にリ

スク・プレミアムを加えた値に依存する。国外への移動の場合には、特にカント

リー・リスクが考慮されよう。また、資本移動は、実物投資を目的とするものと

金融投資を目的とするものに大別される。しかし、金融投資の動向を左右する各

国の金利水準は、当該国の予想資本収益率を反映するものなので、ここでは予想

資本収益率のみに的を絞って議論する。

　さて、国内で需要される商品を、新規に国内で生産する場合と海外で生産する

場合で比較する。予想収益率は、「予想売上高マイナス生産費用（コスト）」であ

り、同額の投資をした場合、予想投資収益率は生産費用に依存する（予想売上高

は同一のため）。したがって、資本移動が生ずるか否かは、各国間の生産費用の

差に求められる。固定費用を無視すれば（あるいは両国間で同一とすれば）、生

産費用（可変費用）は、主に原材料費と人件費（労働コスト）から構成されるこ

とになる。原材料費が国際価格で取引されているとするなら、国内外の生産に際

しての投入額に差は無いゆえ、生産費用は専ら人件費（労働コスト）に依存しよ

う。すなわち、資本移動の問題は、各国の労働コストに依存することになる。労

働コストの低い国は予想投資収益率が高いので、資本が流入するのである。グロー

バル化の進展によって、各国間の壁が取り払われ、世界が同一の経済秩序に基づ

いて活動するようになると、カントリー・リスクが低下し、こうした資本移動が

より活発化することになる。

　われわれは、国内（先進国）と国外（途上国）における労働コスト、いわゆる

労働者の賃金率に相違があることを当然のごとく認識している。現実において、

単一の通貨を基準にして各国の平均賃金率を比較するなら、それは一目瞭然であ

ろう。しかし、新古典派経済学の世界では、賃金率とは「労働の限界生産力」、

すなわち労働一単位の投入が生み出す生産量によって技術的に決定される（もち

ろん、労働の同質性が前提であるが）。このことは、国内外を問わず、生産技術
4 4 4 4

が同一であれば、労働コストに差がない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ことを意味している。すなわち、産業の

空洞化現象に見られるような、既存の技術を使った生産設備の海外移転は、新古

典派の世界では（海外生産をおこなう誘因が存在しないため）発生し得ない。し

たがって、直接投資に典型的に見られるような国際間の資本移動が、各国間の労
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働コストの相違に着目した「既存の生産技術の海外移転」であるといった事実を、

正統派経済学では説明できない。もちろん、各国間の生産技術の差を、競争を阻

害する要因の存在として認識することは可能であろう。しかし、新古典派経済学

にとって、それは市場の失敗に他ならず、外的与件なのである。したがって、市

場機構の範囲外であるから、分析の範疇には含まれない。

　新古典派経済学が、グローバル化の進行に対して論及できるのは、経済領域の

一部分に限定されたものであり、非経済領域への考察が皆無なため、現実的な指

針を提示するには至らない。特に、グローバル化の問題は、非経済領域の分析が

なければ意味をなさないと思われるだけに尚更である。グローバル化は、ある意

味、「異文化圏への画一的な経済論理の強制」と解釈されるからである。純粋理

論の帰結を安易に現実経済に持ち込むことの危険性は後に具体的に論じよう。

革新の作用と資本の論理

　さて、われわれの図式を用いて、グローバル化を経済領域の枠内で解釈しよう。

グローバル化の契機は、これまで市場を閉鎖してきた旧社会主義国のような国々

の資本主義経済秩序への参入である。すなわち、そうした新参入国が自国の市場

を世界に対して開放したことである。こうした世界経済環境の好転が、先進資本

主義国に内在する企業者機能を有する個人もしくは組織（企業）を刺激し、革新

の遂行へと駆り立てたのである。ただし、経済環境の好転によって生ずる革新は、

技術革新というより他の形態のものであろう。すなわち、初期的には「新要素市

場の開拓」であり、また新参入国が資源国であれば「新供給源の開拓」の機会で

ある。こうした整備段階を経て、次に IT技術を利用した「経営および組織面で

の革新」が発生する。最終的には、「新市場の開拓」となって革新は結実する。

　新参入国の市場開放を、すぐさま「新たなマーケットの出現」、すなわち先進

諸国にとっての新規需要の出現と見なすのは短絡的である。新参入国には、潜在

的な需要はあるとしても、それを顕在化させるだけの所得が存在しない。したがっ

て、新参入国の国民に所得を渡し、先進諸国の製品の買い手として育成する必要

がある。もちろん、経済論理に従ってである。その方法が、労働コストの低い国

への直接投資としての資本移動である。具体的には、「（新参入国の）現地で新規
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に工場を建設し、現地の労働者を雇用し、さらに生産された財貨を全て買い上げ

て自国（先進国）に供給する」ことである。こうした先進国の直接投資が、新参

入国にとって有利なことは言うまでもない。いわば、市場開放に対する恩恵であ

る。土地や工場といった実物資産の所有権は先進国へ移るが、それ自体国外へ持

ち出せる性質のものではない。逆に、継続的な雇用増は、正の波及効果と共に新

参入国を経済成長へと導く。他方、先進国側でも、消費者が同一の製品をより安

価に購入できるという恩恵に与ると思われるので、こうした方法は両国の国民に

とって有利となろう。

　ただし、こうしたプロセスは、一般に、先進国にある既存の生産設備の移転で

おこなわれる可能性が高い。こうした生産設備の海外移転が継続的かつ大規模に

おこなわれるならば、それは「産業の空洞化」へつながる「畏れ」もある。この

場合、先進国の労働者が雇用面で不利となることは言うまでもない。ただし、生

産設備の海外移転によって生産コストの低下した当該企業は、収益を向上させる。

それは株価の上昇因でもあるから、当該企業への投資者は有利となろう。したがっ

て、産業の空洞化の進行は、先進国の製造業全般の収益向上および株価の上昇を

もたらす契機ともなり得る。

　すなわち、民間企業は、産業の空洞化を「畏れない」。消費者も消費財の価格

低下を享受するから、それを「畏れない」。投資家も高株価を期待するから、同

様であろう。労働者だけが、産業の空洞化を「畏れる」のである。しかし、大抵

の人間は、労働者であると同時に消費者であり、また投資家でもある。この人間

内部での二律背反状態の説明は次節に譲るが、資本主義過程の経済論理からする

と労働者としての立場は封殺される。前に示したルーカスの論理を想起すれば、

このことは理解されよう。

　さて、先進国の労働者から新参入国の労働者への所得移転が続くと、新参入国

の国民の所得は増加し、生活水準は上昇する。このプロセスが継続すれば、中国

やインド等で見られるような高度成長が新参入国で現出し、当該国の旺盛な需要

が顕在化する。この段階に至ってはじめて、新参入国は、先進国にとって新たな

そして巨大なマーケットと化すのである。すなわち、グローバル化の初期段階は、

新参入国の経済発展として特徴づけられる。それは直接投資の形態での資本移動
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により、先進国の生産技術が新参入国へ移転されることの帰結である。

　

　他方、グローバル化の初期段階における先進国の経済事情はいかなるものであ

ろうか。主に第二次産業（製造業）の企業にとって、たとえ既存のものであった

としても、生産設備の海外移転が内外の労働コストの差により企業収益を押し上

げることが認識された。今まで情報不足やカントリー・リスクから海外進出に二

の足を踏んでいた企業も、インターネットの普及によってそうした懸念が大幅に

払拭されたことに背中を押されることになる。海外進出を果たしたライバル企業、

同業他社の収益動向の向上がそれに拍車をかける。いつの間にか、短期的な企業

収益の拡大と株主への利益還元を重視する「米国流の経営方針」を金科玉条とす

るようになった経営者や役員達。企業の長期的成長や従業員の育成などを全く考

慮に入れず、それどころか企業資産の大半の株主還元さえ声高に叫ぶ投資ファン

ド。決まり文句のように、「効率性」、「合理化」、「改革」を唱える政治家・評論家・

官僚・学者・マスコミ。こうした経済的雰囲気が蔓延して、企業はさらなる収益

の拡大を迫られる。

　先進国の経済的優位性の基盤は、「生産技術」と「労働者の質」である。それによっ

て、豊かな社会が実現し、膨大な資本が蓄積されてきたのである。グローバル化

によって、この両輪のうち生産技術の海外移転（流出）が従来以上に顕在化して

きたわけである。海外移転による国内の工場閉鎖を従業員のために逡巡する旧来

の経営者は、株主もしくは消費者からの糾弾を受けることになり、いずれ経済社

会からの退場を余儀なくされる。彼の罪状は「合理性（もしくは効率性）に対す

る反逆罪」となろう。

　「労働者の質」を維持してきたものは、労働者の熟練度、教育水準および勤勉

性である。これらが高度な作業、綿密な業務および製品への信頼性を培ってき

た。しかし、ここへも経済効率至上主義の侵攻は止まらない。熟練労働者の業務

は、誰にでもできる単純作業ではない。新規に雇用された労働者がすぐにできな

いような「複雑な作業」なのである。しかし、複雑な作業を分解するとどうなる

か。機械化、細分化、マニュアル化によって複雑な作業を「単純作業」へと還元

するのである。これによって、単純作業の工程が複雑化しても、コンピューター
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技術の発達によって、そうした工程の管理・運営は容易である。究極的には、熟

練労働者は必要なくなる。彼の業務は単純労働に分解され、誰にでもできる「ルー

ティーン・ワーク」となる。グローバル化は、この分解作業を加速させる。

　生産設備の海外移転と異なり、国際間の労働者の移動は簡単ではない。制度的

な問題として、移民や外国人労働者を受け容れない国もある。受け容れている国

であっても、医師や技術者等の特殊技能を持つ者を除けば、外国人労働者は単純

労働者として雇用されているケースが大半であろう。すなわち、先進国にいる熟

練労働者の地位は、安泰であった。しかし、それも過去のことになりつつある。

労働者の移動は困難でも、生産設備と単純労働の作業マニュアルの移転は容易だ

からである。先進国の熟練労働者は、国内の熟練労働の解体によって単純労働者

へと没落し、そこで今度は新参入国の労働者達と単純労働をめぐって雇用の場を

競うことになる。

　しかし、おそらく、先進国に吹き荒れる効率至上主義の嵐は、その矛先を「熟

練労働」から「専門労働」へと向けるであろう。企業経営の専門家である企業の

上級社員や役員は言うに及ばず、医療、福祉、教育、研究機関等の公共性のある

部門でも、「専門職の解体」が始まっている。「雇用形態の多様化」および「雇用

の流動化の推進」の名の下に、巷には派遣社員、契約社員、臨時職員および嘱託

社員等が溢れている。正規社員を非正規社員で代替することは、労働コストの面

で短期的には企業収益を増加させることは言うまでもないが、その長期的帰結は

どうなるのか。企業への帰属意識、忠誠心、愛着心等の今まで企業経営を支えて

きた柱が解体され、企業は単純労働というパーツの集合体になる。もちろん、こ

の現象も資本主義経済過程の必然的な流れの一部である。

　

　さて、これまでの説明は、われわれの解釈図式（4-1図）における経済領域の作用、

すなわち「A→ B′」に沿うものであった。グローバル化は資本主義経済過程へ

一石を投じたものではあるが、その影響は資本主義経済過程を変質させるもので

はなく、逆に資本主義経済過程の固有の原理、すなわち「効率性を追い求める資

本の運動法則」を加速させるものであった。以下、グローバル化の経済的影響を

簡単にまとめておく。
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（1） グローバル化の前提である資本主義経済秩序へ新規に参入した諸国は、先進

国へ、低廉な労働コストを提供する。新参入国のインフラの整備状況にも依

るが、一般的に、それは先進国の企業に収益機会を与える。

（2） 先進国から新参入国への生産設備（技術）の移転は、新参入国の経済発展の

契機となる。同時に、進出企業の収益を向上させ、株価を上昇させる。また、

安価なる生産物の供給は、先進国の消費者に利益をもたらす。

（3） 新参入国の経済発展は、先進国の経済にとっても有利となる。

（4） グローバル化は、直接的には、先進国の単純労働者の雇用を悪化させる。ま

た、間接的には、資本の論理と相俟って先進国の労働者全般の雇用を脅かす。

（5） 資本主義経済過程は、グローバル化によって何ら変質しない。

　

グローバル化の社会的側面

　ここでは、グローバル化の資本主義過程への影響を非経済領域との関連の中で

議論する。すなわち、われわれの解釈図式（4-1図）における「B′→ C′」の経路

を検討するわけである。ただし、議論は「所得分配の問題」と「時の社会思潮」

の二点に焦点を合わせることにする。

　グローバル化は、先進国に生活水準の向上をもたらしたが、同時に、分配問題

をも惹起させた。前節で指摘したように、先進国におけるグローバル化の過程は、

「企業業績の向上と労働者の賃金の低迷」の同時発生をもたらす。賃金率の低迷は、

「新参入国の労働者との競争」というグローバル化によって生じた原因と、「複雑

な業務を、単純な業務へと分解する」という効率の徹底追求を目指す資本主義経

済過程に固有の原因に基づく。もちろん、後者の原因も、競争相手の増加を引き

起こしたグローバル化によって加速された面は否めない。すなわち、分配問題は、

先進国と新参入国の労働者間の「労労対立」と、先進国における「労使対立」と

いう二重構造となっている。

　この対立図式は、マルクスも独占資本主義が帝国主義段階へ移行するに際して

想定したものである。驚くべきことに、グローバル化は、そこから政治過程の調

整の可能性を抜き去ると、マルクスの帝国主義の描写と酷似している。マルクス

の解決策は、「労労対立」に関しては、いわゆる「万国の労働者、団結せよ」のスロー
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ガンに表されているような国際的な労働組合の組織化であった。すなわち、イン

ターナショナルの結成である。そして、労使対立に労働者の注意を向けさせたわ

けである。マルクスの場合、分配問題を社会的に調整する民主主義的な政治過程

を想定しなかったため（独占資本と政治権力の結託を前提）、搾取に対する抵抗

という労働者側の論理で議論が進められていた。

　他方、現代における分配問題は、専ら民主主義を基盤とする政治過程によって

解決の道は開けている。われわれの解釈図式で言えば、「B′→ Y」である。ここ

で言う民主主義とは、シュンペーターの解釈に立脚した概念とする。すなわち、「民

主主義的方法とは、政治的決定に到達するために、個々人が人民の投票を獲得す

るための競争的闘争を行うことにより決定力を得るような制度的装置である 28）」

ことを指す。すなわち、民主主義は、理念ではなく、多数決原理を用いて政治的

決定をおこなうためのルールにすぎないのである。シュンペーターは、政治家も

同様に、「無私の姿勢で高邁な理想の実現に努める」ような高潔な存在ではなく、

職業として投票の獲得に奔走する存在にすぎないと規定している。

　ただし、当然のことながら、多数決原理によって政治決定がなされるわけであ

るから、労働者の分配問題に対する不満は、選挙を通ずる政治過程の調整によっ

て解消されるはずだと思われる。実際、労働分配率の低下傾向は、ほとんどの労

働者にとって改善すべき事態に思われるので、彼等の投票行動を左右するのでは

ないだろうか。また、労働条件の悪化に対抗するため、労働組合も政治的行動を

起こすと思われる。

　しかし、事態は異なる。われわれの分析は、ここでマルクスやケインズの理論

と離れる。「個人の投票行動は、自身の経済的基盤もしくは経済的利益と離れて

行われる場合が多い」という事実に着目するのである。人間は、自らの経済的基

盤を切り崩すような経済政策を提示する政治家に対しても、しばしば投票する。

この現象は、無知から生ずるのだろうか。もちろん、それもあろう。しかし、よ

り重要なことは、人間は経済的利害関係以上に重視するものを精神内部に秘めて

いることである。資本主義過程のもたらす生活水準の向上が、この傾向に拍車を

かける。十九世紀中庸の初期資本主義段階でマルクスの見た、労働者階級の貧困

や生活苦とは無縁の豊かな社会が現在の先進資本主義国の姿なのである。そこで



資本主義の地平

－ 74 －

は、個人のイデオロギー、好悪の情、宗教心、偏見等が、政治的選択に際して自

身の経済的利害を圧倒することがしばしば生ずるのである。

　個人の内部で、経済行動における合理性と、それと整合的でない政治的行動と

が両立しているのである。人間の精神内部に「行動の優先度を示すメニュー」が

あるとすれば、そのリストに記載されているのは経済行動に関する一覧表だけで

はない。非経済的行動（すなわち政治的行動から各自の趣味に至るまで）もまた、

経済的行動と混在して記載されているのである。人間は、新古典派経済学が想定

するほど、合理的ではない。

　そうした個人の精神に直接働きかけるのが、「時の社会思潮」なのである。「時

の社会思潮」は、資本主義過程全般および資本主義社会全般に妥当するという意

味で普遍性を有する
4 4 4 4 4 4 4

「時代の精神」とは異なる。すなわち、「時代の精神」を基

盤としながらも、資本主義過程にある各国の歴史的事情を加味した概念である。

したがって、ある時期、熱狂的に迎えられても、一定期間が経過すれば、忘れ去

られる思想ともいえる。もちろん、「時の社会思潮」形成の根底にあるのは、言

うまでもなく、各時代の多数の人間の精神内部に存在する共通のメンタリティー

であろう。それは価値判断と呼ぶほど確固としたものではなく、また当事者も意

識していないほど、極めてあやふやなものにすぎない。しかし、何らかの契機に

よって、それは明確な社会思潮として歴史に登場する。

　その契機となるものは何か。民主主義制度を通じた政治活動である。政党や政

治家が、一般大衆に訴えかける。それに応えて、大衆の意志が選挙を通じて示さ

れる。一般大衆が、政治や社会全体のことを考えるのは選挙の時をおいて他にな

い。政治過程は、諸制度の変更および経済政策といった最重要の問題を処理する

社会の要である。また経済的利害関係の調整の場でもある。一般大衆は、選挙を

通じて政治に参加するのである。しかし、議会制民主主義の下では、選挙民の意

向が立法府における政治家の行動にまで及ぶものではない。したがって、選挙に

さえ当選すれば、政治家にとって自由な活動が保証されるのである。選挙での当

選を自己目的とする政治家と、政治権力を利用して更なる経済的利益を追求しよ

うとする勢力が、マスコミや広報活動を通じて、一般大衆の雑然とした思いを、

自分たちの思い描く明確な方向へと先導する。
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　一例として、資本主義過程に内在する根本問題である「分配の問題」を再度取

り上げよう。分配の問題は、労働者の側では政治的行動を惹起するものではない

ことは既に述べた。しかし、経営者側では事情が異なる。かつて、分配問題は純

粋に労働問題であったが、現代では「資本の効率性」の面が強調される。資本効

率を高めること、すなわち、企業収益を増やすことを使命とする企業経営者は、

更なる経済効率を求めて、「組織」として政治過程に参入する。民主主義制度に

おいて、「組織」に参政権はない。しかし、組織は政治家を動かし、世論の方向

を「資本の論理の是認」へ導こうと努めるのである。

　資本主義過程の経済的成果をめぐる分配の問題は、時代を通じて普遍的な問題

である。分配をめぐる対立図式としては、初期段階においては「資本家対労働者」

であったが、「所有と経営の分離」が常態となった現代では、企業収益と労働所

得をめぐる「経営者対労働者」および企業収益と配当所得をめぐる「経営者対株

主（資本家）」という二重構造となっている。もちろん、広い意味で「経営者・株主」

対「労働者」という対立図式で捉えることも可能である。

　資本主義過程が生み出した生産力の飛躍的拡大は、労働者に生活水準の向上を

もたらしたため、分配問題を背後に押しやった。すなわち、パイの拡大は、パイ

の分配の問題から目をそらさせたのである。社会全体が豊かさを享受し、分配を

めぐる対立や社会的緊張関係は大いに和らいだ。しかし、こうした経営者側と労

働者側の蜜月期間は、分配をめぐる一時的停戦状態にすぎず、恒久平和を意味す

るものではなかった。

　グローバル化の進行は、資本主義の経済エンジンをフル稼働させた。それは経

済効率を追求するあまり、労働者の労働条件および雇用を悪化させた。かつて企

業収益の増加は、労働所得の増加および労働者の生活水準の向上と同義であった

が、現在では一概にそうとも言えなくなった。企業経営者の経営方針によって、

労働者の地位はかなり流動的となった。マルクスの時代ほど過酷ではないにせよ、

労使対立が再燃する兆しも出てきたのである。しかし、グローバル化時代では、

マルクスの時代とは逆に、経営者側が労働者側に攻撃を仕掛ける
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

のである。サー

ビス残業、賃金引き下げ、リストラ、日雇い雇用、契約社員、果ては、「ホワイ

トカラー・エグゼンプション（white　collar　exemption）」の提案である。ホワ
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イトカラー・エグゼンプションとは実質的には管理職の残業代カットを意味し、

社員を名目上の管理職にすれば企業収益の向上をもたらす即効性のある手段であ

る。このように経営者側は、次々と新手を繰り出し、攻撃の手を緩めない。もち

ろん、表面上、それらは労使の合意の上でなければならないので、「競争激化に

さらされている企業の存亡がかかっている」という脅し文句の下、労働者側に雇

用不安を募らせる環境造りが、企業経営者の重要な手腕となってきている。

　実際、労使対立の表面化を最も畏れるのは、直接的には企業経営者であり、間

接的には株主であろう。労働運動を押さえ込むこと、できれば労働組合を解体す

ることは資本主義過程全般を通じての資本家および経営者側にとっての最大の関

心事である。労働運動は、「資本の論理」すなわち効率追求の障害以外のなにも

のでもない。資本家および経営者は、資本の論理の忠実な実行者であり、資本主

義過程の擁護勢力であり、なによりも資本主義精神の体現者なのである。しかし、

表面上、労働運動の壊滅を声高に言うことはできない。労働者は同時に消費者で

もあるから、彼等を敵にまわすことは得策ではない。

　間接的に、労働運動を弱体化させ、分配の問題から社会の目をそらさせるため

には、いかにすべきか。実際上、その手段が世論誘導なのである。もちろん、彼

等にその力はない。財界関係者は折に触れ効率至上主義を唱え、政治家や官僚に

多少の圧力を加える程度である。しかし、それが具体的な法案なり経済政策とな

れば話は別である。たとえ、当該の法案なりが審議途中であったとしても、である。

直ぐさま、それは「資本の論理」に同調する人々、そこから利益を得ている人々

の意識に訴えかけるのである。保守派の政治家（場合によってはそれ以外の政治

家も）、官僚、学者、マスコミ、評論家、芸能人等ありとあらゆる同調者が、経

済効率について語りはじめる。そして分配以外の問題に一般大衆の目を向けさせ

る。もちろん、それは計画されたものではない。問いかけに、一般大衆が応える

か否か、同調者になりうるか否か、が問題なのである。例えば、一般人が投資を

する際、経済マスコミや評論家、財界人などの意見に耳を傾ける。一般大衆の過

半が投資者となれば、経済人の発言力は増し、大衆の行動に大きな影響を持つこ

とになる。こうした傾向が続けば、労働運動に敵対的な雰囲気が醸造される。個

人が一労働者として自らの職場の中で労働条件について不満を言いつつ、一投資
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者として株式を所有する企業の収益を阻害する労働運動に批判的になることは、

大いにあり得ることであろう。こうした、「資本の論理」を是とする社会的雰囲

気が「時の社会思潮」形成の契機なのである。

　さらに、社会主義体制の崩壊が、労働組合幹部の旧態依然としたアナクロニズ

ム体質への批判と相俟って、尚一層、労働運動を不人気にする。労働組合の組織

率の低下は、アンチ社会主義の社会的雰囲気を如実に物語っている。そして、「資

本の論理」を「時の社会思潮」として社会に普及させる最後のステップが、平等

や公共心といった社会化の理念を打ち砕く論理の構築なのである。

　社会主義体制が崩壊するまで、選挙に際しての保守派の政治家の常套句は「自

由主義の選択か、社会主義の選択か」が主であった。一般大衆にとって、この選択は、

おそらく自らの経済的利益を超越した歴史的選択に写ったであろう。孫や子供達

への責任を果たすため、投票をした人達も多いはずである。政治家は、投票を獲

得することを職業としているゆえ、あらゆる弁舌を弄して大衆へ接近する。社会

主義体制の崩壊後は、仮想敵国（あるいはテロ）の存在でもよいし、官僚制度で

もよい。もちろん社会主義的なるものへの嫌悪を再利用するのもよいだろう。と

もかく、一般大衆がその時期に最も嫌うもの、最も憤っているものを対象にそれ

への戦いを挑む姿勢をアピールすれば、当選への道は開かれるのである。二十一

世紀初頭の小泉内閣のポピュリズム政治は、この最も成功した事例であろう。

　しかし、政治家の演技や巧言令色だけでは、一般大衆を籠絡するのに充分では

ない。社会主義につながる畏れのある理念を完膚無きまでに打ち破る思想が必要

となる。時代は、その役割を担う理念として「市場主義」を選択した。「資本の

論理」の擁護勢力にとって、またその同調者にとって、市場主義は正にグローバ

ル化の時代の要請に完全に一致する理念であった。なにより、それは社会主義に

つながる理念を打ち崩す論理を提供した。「平等も公共性も福祉も、権力の集中

の畏れがあるから排除すべき対象である」という見解こそ、資本主義の擁護階層

にとっての福音なのである。もちろん、彼等が、M．フリードマンの自由主義思

想に同調したわけではない。彼は、数十年前から市場主義を唱え続けていたので

ある。なぜ、今なのか。その答えは、彼の論理を利用できる時代（資本主義段階）
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が、到来したということにすぎない。

　「無駄の追放」、「効率重視」、「公務員の怠慢」、「行政の非効率」、「公共事業へ

のばらまき」、「官僚の天下り」、「政官業の癒着」等々。「もしも、現代社会でこ

うした事実認識を共有するならば、あなたも立派に市場主義者の仲間です」とい

う問いかけに反論することは、一般大衆にとって難しいことであろう。

格差問題と現代資本主義分析

　グローバル化の進行は、経営者側からの労働者への攻撃、すなわち資本の論理

への服従を強いる社会思潮を生み出す母型となった。資本主義の経済エンジンが

唸りを上げて稼働している時期、すなわち企業収益が高水準な期間でさえそうな

のであるから、そのエンジンが不調をきたすような時期（景気後退期）には一体

どうなるのか。おそらく、労働者への締め付けは一層厳しくなるであろう。

　他方、そうした景気後退期の一般大衆のメンタリティーはいかなるものか。雇

用不安に晒され、株価下落により投資者としての利益が喪失し、不況下で所得低

迷のあおりを受け、消費者としての利益も失った大衆は、はじめてことの重大さ

に気付くであろう。地域社会の疲弊、地方の過疎化の急速な進行、地域医療の崩

壊、年金制度への不安、公共心の欠如、拝金主義の横行、治安の悪化等々。われ

われは、経済的豊かさと引き替えに多くの大切なものを失ってきたのではないの

か、との思いがこみ上げてくるかもしれない。しかし、この負の連鎖は、加速度

的に勢いを増しているのである。もはや、後戻りはできない。

　実際、資本主義社会における「資本の論理」に起因する諸問題は、以前は政治

過程によって調整されてきた。資本主義過程の経済エンジンは、常に暴発の機会

を伺っている。この猛獣を制御することが、資本主義過程に生きる人間の知恵で

あった。その役割を担ってきたのが経済および社会の諸制度であり、諸規制であっ

た。それ等が、資本主義の論理を制御していたのである。グローバル化によって

呼び起こされた最も原理的な効率神話とそれへの大衆の帰依は、猛獣を入れてい

る檻（諸制度および諸規制）を自ら打ち壊しはじめた。野に放つことだけを目的

とする人間達に、後先を考える余裕は無い。

　



資本主義の地平

－ 79 －

　前節において論じた分配の問題を、グローバル化に起因する「格差問題」とし

て提示する資本主義論を最近よく見かけるようになった。代表的著作として、P．

クルーグマン 29）および R. B. ライシュ 30）の見解を、われわれの解釈図式に従って、

簡単に見ておこう。両者は共に、米国社会におけるグローバル化の影響について

批判的に論じている。彼等は、ここ三十年間を中心に米国経済の動向を政治過程

と絡めて論じている点、およびグローバル化の進展が米国社会に由々しき所得格

差を生み出したという認識に関して共通している。しかし、格差がいかに生じた

か、すなわち、そうした経済状況を造りだした原因については意見を異にしてい

る。

　クルーグマンは、甚大なる所得格差を生み出した原因を保守派政権、すなわち

共和党政権が実施した政策によるものだと断定している。具体的には、高額所得

者に有利な減税政策、軍事費増大の影響を受けた社会保障費の圧縮等、いわゆる、

個人の自由な経済活動および自己責任を基盤とするフリードマン流の自由主義・

市場主義政策である。そうした政策の積み重ねが、リベラル派政権（民主党）時

代に培われた中産階層を蝕み、また主に黒人・黄色人種・ヒスパニック型の移民

等で構成される貧困層の人達の生活を脅かしていると警鐘を鳴らしている。

　クルーグマンの分析で興味深いのは、社会的弱者への配慮を欠いた市場主義的

政策をとる共和党が、なぜ政権を維持し続けることが可能なのかという点である。

彼によれば、軍事的脅威や人種的偏見を利用することによって人心を巧みに操作

した結果だと論じている。彼は、特に医療保険を中心にした社会保障制度の早急

なる整備を提言しており、そのためには政策転換、すなわち政権交代が必須条件

だと考えている。

　他方、ライシュは、クルーグマンと異なり、格差問題の根本的原因を政治的要

因よりむしろ経済的要因に求めている。すなわち、企業が経済効率のみを求めて

活動する原因は、一般の経済人がそれを強いるからだと論じている。一般人は消

費者としてはより安価な商品を要求し、また投資者としては企業収益の向上を迫

る。こうした競争圧力の中で、企業は生産設備を集約し資本効率を高めざるを得

ない。結果として、グローバル化に起因する負の社会的影響が現出する。さらに

企業は効率性を求めて政治過程へも参入し、自己に有利な政策を実施させようと
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する。それによって民主主義は歪められるとしている。彼は、企業と政治過程を

分断するために、企業から法人格を奪取することを提言している。

　さて、両者の見解を（4-1図）の解釈図式で概観しよう。形式的には、クルー

グマンの見解は「B′→ Y」および「D」であり、ライシュのそれは「B′→ C′」お

よび「D」である。われわれの図式からすれば、両者はいずれも、政治過程と「時

の社会思潮」との相互作用を考慮しつつ、グローバル化の経済問題を分析してい

ると考えられる。ただし、そこでは資本主義過程の経済エンジンに関する論及が

なく、また資本主義過程全般に関する認識方法が提示されていない。すなわち、

資本主義経済のダイナミズムの本源および資本主義過程の構造をいかに考えてい

るのかが不明確なのである。つまり、資本主義過程をどう捉えているのかという

方法論なり、経済観が欠如しているのである。しかし、時論ではあるにせよ、当

代一流の経済学者が、従来の狭小なる経済分析を超えた社会体制に関する議論を

提示することは、その影響も含めて大いに意義があろう。

　

資本主義過程の不安定性

　これまで、グローバル化が先進国の国内へ及ぼす影響を、経済面と社会面の両

方から考察してきた。ここでは、グローバル化によって資本主義経済秩序に参入

してきた諸国を含めた問題、すなわち世界経済の動向について論じよう。ただし、

それは金融資本主義の進行による世界経済の不安定性の問題と、地球環境破壊の

問題に関しての概観にすぎない。

　資本主義経済過程の本質は、資本の自己増殖過程であり、それを自己目的とす

る精神が経済内部（個人もしくは組織）にビルト・インされていることである。

初期資本主義段階において、企業の資本増殖のためには、企業収益を上げること

が唯一の手段であった。すなわち、現在の企業業績
4 4 4 4 4 4 4

が基盤となり、収益から株主

配当を控除した部分が内部留保として株主の払込資本に上乗せされてきたわけで

ある。資本蓄積が進めば、それは成長企業の証しであるから、銀行信用も受けや

すくなり、それによってさらなる投資をすることができた。言うまでもなく、こ

の段階での支払い手段は、通貨（現金プラス預金）である。
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　近年、一九八〇年代頃から、株式を通貨の替わりとする経済取引が発生してき

た。賃金支払いのために「ストック・オプション（株式購入権）」を使用したり、

企業間の買収や合併に際して「株式交換」を活用するものである。この場合の株

式評価は「時価」である。時価とは、投資家による株式市場での企業評価を表

し、一般的には「（当該企業の）予想収益の割引現在価値」を意味する。すなわ

ち、将来の企業業績
4 4 4 4 4 4 4

の流列が勘案されるのである。「経済は生き物」であるから、

将来の業績予測はかなり難しい。したがって、時価としての企業評価は流動的に

ならざるを得ない。

　さらに、先進国の会計方式が時価会計方式へと転換したため、資本概念も従来

の「払込資本に内部留保を加えたもの」から、「時価評価後の資産から負債を控

除したもの」に変更された。もちろん、企業の場合、実業が主であり、証券投資

等は副次的なものにすぎないため、この影響は軽微といえる。他方、企業や個人

向けの融資とともに証券投資を生業としている金融機関は、この変更によって保

有する証券類の管理に、より神経質にならざるを得ない。ただし、この段階まで

で留まっていれば、金融資本主義の不安定性を論ずる必要はなかったであろう。

資本の暴走が始まるのは、次の段階である。

　最近十年間の金融工学の発達は目覚ましく、経済内に債権・債務関係があれ

ば、それを「証券化」という手法で金融商品にしてしまった。特に、これまで相

対取引であった商業ビルへの個別的融資や個人の住宅ローンといった不動産ロー

ンさえも証券化の対象となった。さらにそうした証券を集めたパッケージを、リ

スクとリターンの観点から分割し、新たな金融商品が誕生した。証券発行体の倒

産可能性、すなわち「信用リスク」からも金融商品がつくられた。同時に、「高

レバレッジ商品」も続々と生み出された。レバレッジとは、負債を利用した梃子

の原理を指す。例えば、一〇〇〇万円の商品の取引を考える。現金取引であれば

一〇〇〇万円必要であるが、九十％借り入れれば一〇〇万円で済む。このように

少額の投資資金（元金）で数倍もの取引をすることができる商品のことである。

高リスクであることは言うまでもない。この商品の価格が十％下落すれば、投資

資金はゼロとなる。

　そうした金融商品を組み合わせたものも含めれば、たいへんな数の金融派生商
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品（デリバティブ商品）が取引されており、取引額も膨大なものとなる。また、

金融機関は相互に様々なデリバティブ商品を発行し合い、かつ持ち合っているの

で当初の債権債務関係がどうなっているかもわからなくなっている。まさしく、

ブラックボックス状態である。

　銀行を初めとする金融機関の資産が、こうした証券類で埋め尽くされていると

するならば、どうなるのか。しかも、資本の論理は、それを要求するのである
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。

例えば、銀行がある個人に、金利五％で一億円の住宅ローンを組んでいたとする。

銀行は、このローンを投資銀行等へ売却して手数料収入を得て、融資額も回収で

きる。その回収した資金を使って、さらなる融資もしくは証券投資をすることが

できる。資本が回転すればするほど、ますます収益は膨らむ。資本の論理の信奉

者にとっては、素晴らしい状況である。この資本の増殖運動を止める誘因は、市

場主義一色の経済内には存在しない。

　しかし、このプロセスが永続化することは困難であろう。金融派生商品は、い

かに高等数学を使って作られているとしても、結局は実社会の債権・債務関係に

基づいているからである。金利を支払うべき債務者が破綻したら、どうなるか。

少数ならリスクの範囲内であろうが、大規模に生じたらドミノ倒しが始まる。金

融商品の価格下落は、金融機関のバランスシートを直撃する。資産は日に日に目

減りする。時価会計であるから、万一、資産が負債を下回ったら債務超過で倒産

である。銀行へは取り付け騒ぎも起きるであろう。倒産にまで至らなくとも、金

融機関は自己資本不足を露呈し、一般企業への融資は先細る。「貸し渋り」や「貸

し剥がし」が生ずる危険性も大であろう。金融は経済の血であり、金融機関は決

済の要である。そこが詰まったら、実業の世界までも大混乱に陥る。

　グローバル化の進展によって、企業は世界中に生産のネットワークを張り巡ら

せている。先進諸国の金融的混乱は、先ずは先進国企業の業績悪化の予想を生み、

その暗雲が次第に世界中を覆い尽くす。インターネットの発達により世界中の個

人から企業まで情報は迅速に伝わる。その情報には、著名なアナリストの予想か

ら、中央銀行の首脳の見解まで含まれている。情報に対する反応が、半年もしく

は一年先に予想される事態を、資本市場で今日引き起こすのである。
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　グローバル化の影響の中で、もっとも深刻なのが環境破壊の問題であろう。こ

れは、子供や孫の世代どころか、将来に渡って地球上に棲む生けとし生けるもの

の生命を危うくしかねない問題である。前に見たように、グローバル化は生産力

の飛躍的拡大過程であるが、生産設備の多くは新参入国をはじめとする発展途上

諸国につくられた。そうした諸国の多くは、過去において経済発展を経験してこ

なかったため、環境汚染に対する意識が希薄である。かつ発展途上諸国の政府の

経済発展を急務とする方針が事態に拍車をかけている。英国およびドイツといっ

たヨーロッパ諸国は、初期資本主義段階から世界の工場としての役割を果たして

きた結果、大気汚染・水質汚濁・酸性雨といった苦い経験を味わっている。それ

が、現在の環境保護への強い姿勢を生み出していると思われる。

　経済学における公害や環境破壊の問題は、アルフレッド・マーシャルによって

「外部不経済」として提示された問題である。いわゆる、「市場の失敗」に含まれ

る外部性（外部効果）である。市場の失敗である以上、民間経済による自発的な

自粛は期待できない。一国経済の場合、外部不経済を排除するための方策は、政

府による公害防止のための法律および諸規制の制定以外にない。この分野でこそ

政府の権力を行使する必要がある。政府の権力は、軍事力を強化するためにだけ

あるのでは決してない。政府の規制の下で、はじめて民間による環境汚染防止の

ための創意工夫が生まれるのである。工場の排煙、自動車の排ガス等への規制が、

新技術を生む契機となったのである。革新的企業が環境ビジネスに参入し、大き

な経済成果をあげる可能性も高いのである。

　しかし、グローバル化によって、企業の生産拠点が世界中に分散すると、環境

破壊に対抗する術はほとんどなくなる。各国ごとに、環境破壊に対する姿勢が異

なるからである。市場主義は、環境破壊にきびしい規制をかける国から、環境破

壊防止にほとんど取り組まない国へと生産拠点を移転させる。資本の論理に従え

ば、前者より後者の方が生産コストが安く済むからである。それによって、規制

の緩やかな国は経済を発展させ、環境防止に取り組む国は疲弊する。この状況を

見れば、全ての発展途上国は環境問題に消極的となるだろう。現在、二酸化炭素

の排出を巡る国際間の調整が、米国と途上国との対立から頓挫している。それは、

市場主義が環境破壊の原因である
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ことを如実に示している。米国および途上国の
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首脳達は、各国毎の事情はどうあれ、資本の論理に忠実に行動しているわけであ

る。しかし、彼等だけを責めるのは不公平であろう。ライシュも言うように、少

しでも安価なものを求める精神が、市場主義を育てているのだから。

　環境破壊を食い止めるための方策としては、現在おこなわれているような国際

協調による対策のほかに、先進国側の生産企業に対する投資規制、途上国からの

輸入に関する規制、途上国への環境保護技術の移転等が考えられるが、いずれも

実現は難しいであろう。資本の論理は、物質的な豊かさを社会にもたらしてきた。

われわれは大量の消費財の山に埋もれている。しかし、生産過程とは、天然資源

の技術的変換過程であることを忘れてはならない。資源と生産のバランスが大切

なのである。現状が継続するなら、ほどなくバランスは崩れよう。すなわち、市

場主義は地球自体を食い尽くすかもしれない。将来、歴史学者が現代を眺める時、

グローバル化がその契機をつくったと断じるかもしれない。しかし、まだ多少時

間は残っている。われわれの精神が市場主義をつくったのなら、それを制御する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

仕方もわれわれの精神の内にあるはずである
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。

6．結びにかえて

不安定化社会への行進

　資本主義経済過程は、グローバル化によって、本質的に何ら変質していない。

しかし、「資本の論理」に対する制御の仕方は、各国毎に異なっている。それは、

効率、自由、平等および公共性に関する各国民の価値観に依存するものである。

すなわち、法律・制度・規制といった、一般的には社会の上部構造たる文化様式

が、資本主義諸国間で一様ではなく、各国独自の形態を有していると言うことで

ある。それを以て、「資本主義社会の多様性」と呼ぶことはできる。

　グローバル化は、先進資本主義国にとって経済的フロンティアの拡大を意味し

た。十九世紀のゴールドラッシュ時のように、先進国の企業は、低コストの労働

力を求めて新参入国へ殺到したのである。その意味で、グローバル化は資本主義

経済過程の本質を世界中の人々に再認識させる契機となったといえる。すなわち、

合理的経済計算に基づく効率至上主義の徹底である。「資本の論理」の本質が露
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呈されるにつれて、それへの作用もしくは反作用の形態が資本主義社会の向かう

べき方向性を決定する。

　当初、先進資本主義国の多くの国民は、「資本の論理」を受け容れた。「社会主

義体制の崩壊」という事実と、「市場主義」という哲学が、そうした国家の進む

べき方向を決定するのに大きく与ったのである。反社会主義的雰囲気の中で、「経

済効率、競争および自由」は、ほぼ同義語として解されるようになった。個人的

自由に価値を認め、それを求める者は、経済効率に基づき行動し、競争を是認す

る者でもある、と。しかし、その方向は、過酷なる競争社会、格差社会への道程

でもあった。

　新古典派経済学の論ずる市場における「競争」は、正確には「競争」ではない。

経済理論の中の「競争」には、勝者も敗者もいない。彼等は、主体的均衡を目指

して自発的に選択しているだけである。それを、現実のオークション会場のアナ

ロジーで捉えてはならないのである。誰が幾らの価格で競り落とそうとも、会場

にため息は聞こえない。その結果に参加者全員が満足しているからである。しか

し、現実は異なる。競争社会では、つかの間の喜びに包まれる勝者と、深刻な顔

で去りゆく敗者とが厳然と分かれる。

　資本の論理は、競争の障害となるものを排除する。「競争は、自由の拡大の象

徴である」という錦の御旗の下、効率至上主義の行進は続く。それは前資本主義

要素である慣習、伝統、序列、権威等に打撃を与え、最大の障害である労働運動

を弱体化する。競争とは、「競争をさせる側」にとっては経済効率の向上を意味

するが、「競争する側」にとっては社会的立場の不安定要因以外のなにものでも

ない。かつ、競争をさせる側も、いつ競争する側にまわるかもしれないのである。

すなわち、現実における大多数の人にとって「競争とは、不安定の同義語
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」なの

である。

　先進国の国民の多くが、恰もハーメルンの笛の音に導かれるように、「資本の

論理」を受け容れ、不安定化社会へ向けて行進をはじめたのはなぜか。その理由は、

単に、個人内部に存する自由への願望や反社会主義のメンタリティーだけではな

い。一般大衆の中に、「資本の論理」を具現する経済システムから実際に利益を

得ている人、あるいは将来は利益を得られるだろうと期待している人が多数いる
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ことから発しているのである。そうした「資本の論理」の同調者を育て、資本主

義経済の強固な擁護者にするための潜在的システムが体制内に存在している。こ

のシステムは、有形の組織的なものではなく、一種の「思想共同体」のようなも

のである。われわれの文脈からすれば、「時の社会思潮」を人為的に操作しよう

とする勢力および精神である。政治家、官僚、財界人、学者、マスコミ関係者等々。

各構成員は社会的に全く繋がりがないが、共通するのは現況の効率化社会から大

なり小なり利益を受けていることである。

　この思想共同体は、折に触れ、社会の各分野で個別的に効率主義の利点を世論

に訴える。世論誘導が順調な時には密やかに、逆に不調をきたしそうな時には露

骨に喧伝を始める。一例として、日本における平成二十年度の経済財政白書の提

言を見ておこう 31）。以下、多少長いが引用しておく。

　「日本の企業や家計が積極的にリスクを取っていく姿勢が必要である。リスク

を取らなければ成長力は高まらず、結果としてショックに対して脆弱なままであ

る。適切なリスクマネジメントを行った上で、あえてリスクテイクをすることが、

世界経済の活力を取り込みつつ成長するための条件になる。（中略）そのためには、

家計からリスクマネーが供給されるとともに、リスクマネーが収益を生みやすい

ように、企業を規律付ける「ガバナンス」の存在が不可欠である。「ガバナンス」

の担い手としては、市場を通じた年金、信託等の機関投資家の役割の増大が期待

される。またベンチャーを含む中小企業を直接、間接に支援する銀行等の役割も

引き続き重要であり、リスクテイク能力の維持、向上が求められる。」

　この文章は、金融機関がおこなう投資信託募集の宣伝広告の類のそれではない。

一国の経済政策の要の官庁が、国民へ対しておこなった提言である。国民の安全

資産を危険資産へ振り替えさせ、金融資本主義の渦中へ投ずることを奨励してい

るのである。その論拠も、「リスクマネーの比率の高い国が成長力が高い」といっ

た論証無しの単なる状況指摘にすぎない。この提言の数ヶ月後、世界中の金融市

場は、「リスクマネジメントのガバナンスに優れた」米国の金融機関が「リスク

テイクをしすぎた」ことが原因となって、大混乱に陥った。政府の政策に従って
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リスクテイクをした人達への責任問題の発生は言うまでもないが、それ以上に驚

くべき点は、政府が露骨に金融業界への利益誘導をおこなっているとしか思えな

いことである。公人として恥ずべきことではないのだろうか。ここ十年、日本で

最も有名な経済紙の社説および論調が、かなり市場原理主義礼賛に傾き財界の利

益を露骨に代弁するようになってきているが、その傾向が中央官庁までへも及ん

できたことに驚きを禁じ得ない。効率至上主義を掲げる「思想共同体」は、意外

にも、社会に深く広く根を張りだしたのかもしれない。

結語

　「人が自らの経済的利害を離れて政治的行動を起こすのはなぜか」という素朴

な疑問を、資本主義過程の中で解明することを目的に本論は執筆された。しかし、

現代経済学における資本主義分析の占める地位は低い。時代の経済学への要請は、

現実の経済過程の理解および政策の提示だと思われるが、いつからか経済学者は

そうした問題に口をつぐむようになった。静態経済を対象とする純粋理論以外の

分野、現実のマクロ的事象や経済体制の分析を、「アド・ホック」な議論として

斥ける悪弊が経済学者間に蔓延したためである。ポパー主義を奉ずる経済学者の

大量発生である。

　奇妙なことに、同じ経済学者が政府系の諮問委員会なりマスコミなりで、現実

の経済問題に関して論評を求められると、純粋理論から離れて、統計値のトレン

ドに基づき発言をおこなう。純粋理論の立場からすれば、「景気循環は均衡から

の予測誤差であり対処不可能」、「現状が、たとえ失業率が二十％でも三十％でも、

構成員全員の合理的選択の結果」ということになるが、そういう発言はしない。

器用にダブル・スタンダードを使い分けているのだろう。資本主義分析を開始す

るためには、そうした経済学の現状と混乱を説明する必要があり、本論でも簡単

に触れた。

　グローバル化および市場主義を資本主義経済過程で論ずることは、古くて新し

い問題である。グローバル化や市場主義が、「資本の論理」を最もあからさまに

一般大衆に提示するものだからである。それは初期資本主義段階の社会的様相を

彷彿させると同時に、地球環境汚染や世界経済の同時不安定化問題といった新局
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面の分析をも必要とする。

　こうした環境下での日本経済の運営に関しては、市場主義に基づく「小さな政

府」論が優位を占め、時の社会思潮となった。しかし、この傾向が地方の疲弊、

医療福祉および公的教育の劣化をもたらす危険性もあることを忘れてはならな

い。かといって、筆者は、「大きな政府」の必要性を説くものでもない。「大きい」、

「小さい」以上に重要なのは、政府がきちんと為すべきことを為す、いわゆる「適
4

正規模の政府
4 4 4 4 4 4

」32）であり、それを求めているにすぎない。

　資本主義分析を開始するにあたって注意すべきことは、歴史的事実の流れの中

で資本主義過程の本質を見失わないことである。雑駁な事実の積み重ねだけでは、

単なる時論、評論の域をでない。いかなる資本主義国の、いかなる歴史段階にで

も適用可能な分析装置が必要なのである。本論では、一つの作業仮説として資本

主義過程の構造解釈図式（理念型）を提示した。これは、資本主義分析の第一人

者であったシュンペーター体系にその骨格を求め、現代的に彫琢を加えたもので

ある。

　資本主義過程の構造を分析する際に、本論ではできるだけ一般論の形をとった。

分配の問題、市場主義の問題、政治過程の問題および時の社会思潮の問題といっ

たことを先進資本主義国の共通問題として扱った。グローバル化を論ずる際も、

先進国と新参入国という形で取り扱い、具体的論述は極力避けた。現段階では、

各国の特殊事情の中から生じた歴史的個体たる経済事象を簡単に述べることは適

切でないと考えたからである。

　最後に、本論で展開した資本主義分析の今後の発展可能性、研究方向について

述べる。それは三方向への展開である。第一に、本論で用いた構造モデルを日本

の歴史過程へ適用し、具体的な日本資本主義論を定立することである。もちろん、

他国への適用も可能であろう。第二に、非経済領域の各分野における歴史分析で

ある。政治、社会、法律、学問、文学等々の戦後以降の歴史研究である。これによっ

て経済との交渉形態がより明確化すると思われる。第三に、それらを総合した形

での、戦後以降の世界全体の資本主義過程の動向につての分析である。シュンペー

ターの資本主義論は、一九四〇年代に書かれたものである。半世紀以上経た現在、
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二十一世紀前半における資本主義過程の鳥瞰図の作成が必要であろう。浅学非才

の筆者にとっては、不可能に近い過重なる研究方向である。本論も、その第一歩

を踏み出すための、しかも中間報告にすぎない。しかし、シュンペーターが後世

の経済学研究者に託した「資本主義分析の定立」という幾多のバトンの内の一本

が、我が掌中にある以上、進むべき道は自ずから決まっている。

脚注

1） 資本主義は、通常、経済制度の観点から定義される。すなわち、私有財産制

度および分権的な市場機構を有する体制としてである。私的契約の自由を定

義に加える場合もある。こうした資本主義の経済面だけを取り出した定義は、

狭義の定義といえる。本論では、狭義の定義を拡大し、こうした経済的特徴

を内包した社会体制としての資本主義を考える。また、資本主義社会を歴史

的に捉えるため、資本主義過程という用語も使用する。

2） シュンペーター体系の詳細は、拙著［1］を参照。

3） 限界革命とは 19世紀末に、ケンブリッジ大学のジェボンズ、ローザンヌ大

学のワルラス、およびウィーン大学のメンガー等による主観的価値学説の定

立を指す。それまでの客観的価値説を覆し、微分法を経済分析に導入したこ

とによって、爾後の経済学の発展に大いに貢献したため、「革命」という名

称が付けられた。

4） シュンペーターによれば、イデオロギーには二種類ある。第一段階のそれは、

研究者が有する偏見、先入観といった固有の価値観である。これは排除し得

ない性質のものである。いかなる研究においてもイデオロギーの混入は不可

避である。しかし、研究者が理論構築にあたって、自己のイデオロギーの存

在を認識し、かつ、それが研究内に入り込まないよう排除する努力を怠らな

いならば、それは科学的行為の中で昇華されたものとなる。すなわち、この

段階のイデオロギーは、もはや無害といえる。

5） 辻六兵衛訳『経済学の本質と意義』1957年、東洋経済新報社。
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6） 猪木［6］参照。

7） 久野収・市井三郎訳『歴史主義の貧困――社会科学の方法と実践』1961年、

中央公論社。

8） 拙著［1］第 2章参照。

9） セン〔21〕は、新古典派経済学の想定する経済人が、選好・選択・利益・厚

生といった全く異なった諸概念の区別を問題にしないことを揶揄して、次の

ように指摘している。すなわち、「純粋な経済人は事実、社会的には愚者に

近い（P.146）」と。

10） コスト・プッシュ・インフレとは、例えば資源価格の高騰のような供給サイ

ドの要因によって生ずるインフレのことである。

11） 大瀧〔8〕P.3参照。

12） ミルトン・フリードマン〔15〕参照。

13） 前掲書 P.38参照。

14） 前掲書 P.210参照。

15） 前掲書 P.30参照。

16） 拙著〔2〕第 5章参照。

17） 神取〔9〕参照。

18） 伊藤〔4〕参照。

19） 磯谷〔3〕参照。

20） 佐々木百合『証券化進展と高まる不確実性』（日本経済新聞 2008年 9月 29

日「経済学教室」に掲載）参照。

21） 佐和〔10〕参照。

22） マックス・ウェーバー〔26〕P.43参照。

23） 前掲書 P.94参照。

24） J. A.シュンペーター〔25〕P.924-925参照。

25） 伊東〔5〕P.18参照。

26） マルクス・エンゲルス〔18〕P.49参照。

27） J. A.シュンペーター〔24〕P.227参照。

28） 前掲書 P.430参照。



資本主義の地平

－ 91 －

29） P. クルーグマン〔17〕参照。

30） R. B.ライシュ〔20〕参照。

31） 内閣府「平成 20年度年次経済財政報告（経済財政政策担当大臣報告）－リ

スクに立ち向かう日本経済－」平成 20年 7月。

32） 拙著〔2〕第 5章参照。
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