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[別紙 (1)]

(2171等の末尾に追加)

そのままでは当てはまらないことを示すものである｡これにたいして､ほかの

生産諸要票は客観的な是在をもっており､現に存在しているものは誰かの支配

下にあるのでなければ､自然のまま利用されずに放置されているわけである｡

費用性が間者になるのは､あくまでもすでにこの主体の支配下にある生産要素

だけなのであるからこれについてはもっとも有効な使途を探す以外にはなく､

したがって主体に何ら犠牲を要求することはな く､ただ例の税金巽用が問題に

なるだけである｡いま主体の支配下にない生産要素を自然から獲得して来たり､

新たに作 り出すさいにも､主体が何か横牲らしきものを払うことがあるとすれ

ば､牧舎襲用的なものと､さきの (待ち)とを除けば､そのとき必ず主体によ

って支出されねばならぬところの労軸に開通して以外は考えられない｡こうし

て見ると､労働だけが実質栄用にかかわるのではないにしても､もし実質算用

の概念が成り立ちうるとすれば.その中で労鋤かもっとも有力な役割を演じる

ことは間違いないであろう｡

[別紙 (2)]

(320等下から7行目､ 産̀性の 'とL縮小 'との間に挿入)

上昇かないとするとき､他の部門への配分を減少することによってのみ可能で

ある｡そのことは､だが､時間配分が減らされた他の部門での生産の
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序 読旨 一 経 キ斉 ;奉 禁 書轟 の 意 重臣

(1) 近 代 科 学 批 判

近代科学について人びとが語るとき､その華やかな成果の称揚にひとつの保

留をっけ加えるのか慣らわしとなったのは.やはり1945年8月6日のヒロ

シマと9日のナガサキ以来のことである､と言っていいだろう｡しかし､人び

とのその保留も､近代科学そのものにたいする不倍に由来するものとまでは言

えなかった｡それは､せいぜい､科挙の成果の悪用 - それにしても､あまり

にも大きな悲惨をもたらすことのできる悪用を目のあたりにしてのものだった｡

したがって､そのばあいの人びとの不信は､むしろ､こうした人規規模での恐

ろしい惨禍をもたらすことのできるまでに科学を成長させて､それを換ってい

る科学者に向けられていた｡だから､科学者の側でも､科学者の社会的責任を

自覚しようという運動が起こってきたのである｡問題は､科学そのものにはな

く､科学者にあるとされた｡問題の次元は､科学の上にはなく､並居の上にあ

ち.とされた｡

ところが､1960年代以降､鮭の目にも深剰な輩で立ち現われるようにな

ってきた公害 ･環境問題によって､人びとの不信は､こんどは､直接に､科学

そのものに向かうようになった｡それというのも､公害 .環境間痕机 埠代工

菓そのものの発展と不可分でありーその近代工菜を支えているものが､他なら

ぬ近代科学だということは､はっきりしているからである.いまや開溝の次元

は､近代科学そのものの性格の上に移ったのである｡そして､近代科学の本性

にたいする疑念は､さらにすすんで､その背後にある近代思想にたいする不信

に､あるいは近代そのものにたいする批判へと発展してきている｡そこに､南

北間虚をきっかけとしてふくれあがってきた.西欧中心の近代にたいする批判
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が重なる｡

しかし､このようにだけ言ってしまうと､そのとたんに､問題自身か古臭 く､

色あせてしまうことはー避けられない｡近代批判そのものは､おそらく､近代

的なものか生まれてこの方､文化や社食のすべての領地で､もっともしばしば

くり返されてきたテ-マのひとつなのだから｡われわれの関心に近いところで

言えば､共産主義思想が非近代の共同体的なものを想源としていることを指摘

すればよかろうし､もう少し近いところでは､ニーナュやシュペングラーの名

を挙げるだけで十分であろう｡

それにもかかわらず､いま噴き出してきている近代的なものにたいする不信

は､これまでのそれとは､趣をかなり異にしているようにtわたくLには思え

る｡そのわけは､これまでのそれの出発点には.近代が生みだした社会のなか

で虐げられた人びとの立場とか､近代的な性格を帯びた文化に共感を持ちかた

い人たちの感性とかがあり､どちらかと言えば､批判者の世界観､価値観､あ

えて言えば好悪の感情をよりどころとした批判であったと言うことかできそう

に思われるのにたいして､いまのそれは､近代的なもののこれ以上の発展か､

現実に､人額の上に物理的 ･生物的に､また具件的 ･客観的に引きおこすかも

しれないきわめで困難な結果にたいする見通しから乗る怖れが根底にあり､し

たがって､そこには､主観的な好悪を超える何ものかがあるように思われるか

らである｡

草間にかぎって考えれば日､近代的草間の 一 近代的でない草間というもの

かそもそも存在するのか､という問題はしばらくおくとして 一 分析主義的な

性格が､やはり､一番の問題とならざるを得ないだろう｡おそらく､近代的草

間が示して来た威力も欠陥もーともに､まさしくこの点に結びついていると言

っていいからである｡そして､いま現われているその欠陥は､近代の草間か.

人間についてもー社会についても､自然環境についても､それらの仕組みと触

きと運動とを､まさにその全体性においてつかむことに失敗したことに見るこ

とができる｡もちろん､こうした指摘もまた､-ことさら言うほど新しいもので

はなく､すでにさまざまな角度から論じつくされてきているにすぎないものと
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見えるかもしれない｡だが､大切な点は､近代の学問の分析主鞍的な性格をそ

れ自体として欠陥であると見るかどうかではない｡われわれの生きているこの

世界が､現実がー新しい相を呈している今の歴史段階において､こうした近代

的草間の性格が､現実から要甜されるわれわれの認鼓活動にどんな制約を与え

ることになっているのか､ということである｡ここに言う世界あるいは現実の

｢新しい相J とは一人口の媒発的増加､人間活動の紫的 ･丑的増大､更新性 .

非更新性の資源の枯渇t社食的組純化の密度の高まり､粗純化の拡延.話生活

領域の相互浸透､人類全体を何度でも抹殺できる手段かいつでも瞬時にして使

用されうる状態に置かれていること､人環の存在基盤である地球環境のパラメ

ーターを部分的に換作できるようになったこと､さらには上述の変化か知らな

いうちにそれらのパラメーターを変えていきっっあること､などである｡

(2) 軽 済 学 と 経 済

経済学もまたこうした近代的な草間のひとつとして生まれてきたのだから､

同じような性格を共有していでも不思姓ではない｡この点については､本書に

おいて､いくらかは触れられるはずである.しかし､軽済学については､これ

にもうーつの事情かつけ加わることを忘れるべきではない｡すなわち､経済学

については､その対束である経済冊界そのものが､自立して､言い換えれば､

他の､たとえば政治や､社交や.親族間のつきあいや､あるいは宗教や､芸術

や､スポーツなどといった生活館蛾から区分されて､人びとの眼前に立ち現わ

れるようになったことそのことか.すでにして近代社会の成立と狭く結びつい

ている､という特殊な事情があるのである.純化された経済世界における人び

との経済行為か振度に合目的な性柴を帯びることになったこと2)､そのことは､

やはり､近代科学が分析的性格をその本紫としていることと､根底において軌

を一にするものである｡それだけに､問題は一段と複雑な構造をとらざるを得

なくなる･その結果､あえて飛躍して吉うならば､ここでは､批判は､睦睦豊

血判を越え出て､いくぶん熟さない貰い方ではあるけれども､亜並吐出にまで

進まなければならない必然性があるのだ.
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70年代に顕在化してきた､現代の経済学 - マルクス経済学も近代経済学

もともに 一 にたいするt批判というよりもやはり不盾とでも呼んだほうがい

いものの原因は､これを単一の理由に帰してしまうわけにはいかないけれども､

やはり､それは､上述の近代批判の文脈の中で理解すべきものであろう｡

たしかにtこれまでの経済学は､マルクス経済学にしても､近代経済学にし

ても､資本主藻社会を対象として発展してきたために､交換経済ないし市塙往

訪が分析の中心にあった｡両者ともに､市場経済の基底にある歴史耳遠的なカ

テゴリ-としての経済そのも_釣を見てはいたのだが､言ってみればtそれは､

あまりにも自明な所与として両者の限前にあったにすぎない｡それは自明の前

提ではあっても､決して分析の対象ではあり得なかったのである.それは不変

の起歴史的なカテゴリーであって､変化するものとは考えられなかった.とも

かくtこの点では､マルクス経済学も近代軽済学もt同じことである｡

すぐれて歴史的な見方をとるマナレクス経済学についてもこのように言うこと

は､あるいは､一見奇異の感を与えることになるかもしれない.しかし､そう

ではない｡周知のように､マルクス経済学をその背後で支えている唯物史観は､

生産関係と生産力の発展とが相互に規定し合う関係にあることを説いている.

生産力の発展かどの水埠にあるかということによって生産関係がどういう形態

をとりうるかということか､かならずLも-韓的な関係としてではないにして

もーほぼ決まってくるとともにt生産関係かどういう形態をとるかによって生

産力の発展が阻害されたり促進されたりする､というのである.ここで注ElL

たいのは､唯物史観においては､生産力の発展に制約を置 くことができるのは

生産関係だけであり､生産関係のあり方次第では生産力はどこまででも発展し

ていくことができる.という理論構造になっていることである｡だから､マル

クスか､資本主轟を超えた未来社全のうちに豊かな生産物にあふれる情景を達

望することかできた背後には､資本主義かその一部を現実に開いて見せてくれ

ていた生産力の禁異的な発展可能性にたいする確盾かあったことは間違いない｡

しかし､環代の常鼓は､生産力の発展もそれ自身のうちに､ないしは外的な条

件の中にその制約をもっており､しかも人類の生産力が最終的に到達できる高
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さは､いまのそれからそんなに遠くはない､ということにある.けっきょく､

マルクスにしても､人間経済の営みを支える外的条件､つまり､軽軌 ことって

の与件が相対的に変化するものであること- ｢歴史的なもの｣という言い方

は避けることにしようー を､見ることかできなかったのである.

問題は.人間自身の払う実用はできるだけ小さく､得べき欲求充足はできる

だけ大きく､という経済原則を人類がますます忠実に実行するようになって来

ていることが､それだけ一層ー有限な自然=地球=人間環境の一定容量という壁

にぶつかり始めていることである｡経済の本柴とは､歴史耳通的な､あるいは

超歴史的な人間の経済の営みのことであるけれども､それ自体か本質的に不変

なものであっても､それの不断の営みの結果として､また丑的にますます大き

くなるそれの営みの結果として､それを取り巻 く状況が変化すれば､その営み

の存立基盤そのものが脅かされることになるのである｡より効宰的に蛭防の営

みを行えば行うほどより速やかに自分の足元を掘り崩 していくことになるとい

うこのデイレンマ - われb札はこのデイレンマから目をそらすことはできな

い｡

このように見てくるとー現代における経済学の再改訂という仕事は､たんに

その方法の批判的吟味にとどまることなく､これまでいわば自明の前提とされ

てきた接辞という放念そのものの批判的牧師ないしは再構成の仕事を必須のも

のとして含まなければならないことになる｡そこで､マルクスが資本主義を歴

史的に相対化することによってそれを批判する視点を確立し得たように､われ

われも経済そのものを歴史的に - ただし､今度はより凍く自然史とのかかわ

りにおいでも一 相対化することによって､まさに経済そのものを批判する視

点を獲得できるのではないか､というのが私の考えである｡しかし､そのため

にはt歴史貫通的なものとしてある軽済そのものを構成している隠れた歴史的

契槙を引きださなければならないのである.

したがって､本番は､これまで必ずしも体系的に叙述されることの少なかっ

た娃柿木突詰を展開することによって､経済が本柴的にもっている上述のデイ

レンマを明確にすることを意図するものである.しかし､デイレンマそのもの
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の解明は､別の焼金に捜らねばならない.

なお､ここでも先走って吉己しておけば､マルクス主義のばあいは資本主鼓の

もっ内的矛盾を明らかにするとともに､これを歴史的に相対化することによっ

て､新しい社会の必然性を予告するという棟庇をとっているが､いま記したよ

うな人類のこのデイレンマは､それを正しく認維したからといってそれを克服

する方向が必然的なものとして､見出せるかどうかについては不明である｡

(3) 経済本柴論 ･広軽の経済学 ･比較俸制論

前節では､ r経済の本質Jないしは ｢経済本質論｣というタ-ムを､自明な

ものとして用いて来た｡しかし､ ｢経済の本柴｣はともかく､ ｢経済本葉論｣

になると､経済学者の大多数にとってさえも､決して自明なものではない.こ

れまでも､経済本柴籍を自覚的に体系的に論述しようとした春物は､わが国内

のばあい､寡脚にして私が知っているのは､大熊盾行と杉原四郎のものだけで

ある3)｡

私か～本音において r経済本質論Jとして展開しようと考えているのは､人

間の経済の営みをその社台形態を捨象した婆において描き出すことである.言

い換えれば､さまざまな社台形態のもとで営まれている経済の超歴史的な､な

いしは歴史貫通的な側面を抽象して展開することである｡それは､大熊や杉原

か試みたように､たとえばーマルクスの､特殊歴史的なものとしての労働価値

論の背後に､普過的な時間配分の理論を見る仕方と同じである｡

現在､一方では資本主轟社会が､他方では社会主車社会か､それぞれ内部に

深刻な開頭を抱えながらも並存をつづけている｡しかも､両者はたんに時間的

に同時的な存在というばかりでなく､空間的にも世界市場を塙に娃済的にも相

交わっている｡異柴であるはずのものの同井の面か薪をのぞかせている｡資本

主義社台と社台主蕗社台とは歴史的に段階を異にするものだと主張する立場に

立っにしても､あるいは､この両者は､われわれかそのどちらでもわれわれの

好みに応じて選びとることかできるのだという意味でのたんなる社会の仕組み

のちかいにすぎないと考えるにしろ､両者をまったく無関係にとり扱うことが
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できなくなっている現実か､そこにはある｡これまで､ ｢ブルジョア経済学｣

が､資本主義社会を対象にして得られた認砥成果をただちに普連的なものとし

て､他の件制にも及ぼそうとする誤りに陥っていたとすれば､マルクス経済学

は､社台の物質的再生産の特殊な形態に対応した特殊な経済学を､それぞれ独

立した自己完結的なものと見なすという他面の誤りをおかして果たという非難

を受けねばならない.

こうした異なった俸制を同時に視野のうちに納めようとする就みとしては､

r握済本質論｣のほかに､ ｢広義の経済学｣と ｢比較体制論｣とがある｡前者

は､もちろんエンゲルスの r反デュー]]ング論Jに由来するもので､資本主義

を対束とする ｢狭義の経済学｣のほかにそれ以外の社会をも対束として舎もう

とするものである｡したがって､これは r経済本宋論｣のための素材を韓備す

ることに役立っとしても､それ自体は r経済本突詰｣とは､まったくの別のも

のである｡両者はその方法を異にしている｡ボラ-こらの経済人類学者か.こ

の道を歩いているが､それにしても ｢広善の経済学｣は､これら接辞人規学者

からも､またその後のマルクス経済学の展開の中からも､まだ十分な内容を受

け取っているとは到底言えない状況にある.

｢比較体制論｣のばあいは.どちらかと言えば也能論的な視角をとるため､

やはり ｢経済本質菖｣との間には次元の違いか見られる.しかし､このばあい

は､ r経済木突論｣を体制比較の基底に据えれば､おそらくr比較体制論｣と

しても有効性を増すはずである｡他方で､ r桂済本突詰｣は､それ自身が最終

的には､ r一般経済体制論｣とでも呼ぶべきものを生みだLて完結するはずで

ある.その意味でこの両者はかなり重なる理論分野を持つことになろう｡

さらに､可能性として言うならば､比較倖制論と経済本突論とは融合し七､

より包括的な理論体系となる可能性がある｡そして､それかたんに資本主蕪 ･

社会主猿の両経済体制だけでなくー過去の諸社会をも視野のなかに納めるよう

になったとき､それには ｢広義の経済学｣の名を冠することかふさわしいもの

となるだろう｡

ー 7-



(4)本 春 の 計 画

本音は､もともと4部構成とする計画であった.すなわち､第1部 ｢経済と

は何かJ､第2部 ｢行為としての経済 J､第3部 ｢過程としての経済｣､第4

部 ｢与件の再換甜 (経済のデイレンマ)｣である｡

節1部 ｢足許とは何かJは､あえて経済奉柴論を展開しようとするからには､

当然その ｢経済｣概念を確定することか必要だということから､ ｢経済｣概念

の定義を模索したものである.そのさい問題となるのは､古くからある経済学

の r範囲と方法 scopeandロethod｣論争に見られるように､既存の認蒔伴系

としての経済学を前提とした上で対束規定をしようとする態度を排除して､そ

もそも ｢経済 ｣と呼ばれる特定の串良群が多様な現実のなかから､まとまりあ

るものとして析出されて来るプロセスに遡って､これを確定することか必要で

あった｡

そこでは､ ｢生｣ないしは ｢生活Jに罪する関心が出先点になる｡しかし､

じっさいに (経済)という特別の生活領域が政治や宗教と呼ばれる生活慣班か

ら区別されて､出現するには､ ｢生 (生活)｣からの関心を実現しようとする

努力のうちのあるものが主体自身をもふくめた客観的な実在との関わり方によ

ってある特定の､そして共通のパターンをもっようになることか必要である｡

第2部と第3部とは､その有様を具体的にかつ分析的に叙述しようとしたもの

である｡第2部 ｢行為としての経済｣は､主体の行為の面から.第3部 ｢過程

としての経済｣は～主体と客体とを包含する過程という観点から､それを描き､

分析したものである.第3部では､とくに主体自身が客観的には主体自身の行

為によって再生産されるものであることか主張されている｡

第4部は人間のこのような経済の営みか､人間の物質的な豊かさを増大させ

る一方でーそれが合目的行為という人間に本来的な行為の仕方と不可分である

ことによって､資源 ･環境の面からくる困難を厳しいものにしていく必然性に

ついて述べるべきところである.そのテーマは､経済にとっての与件の再検討

でもある｡しかし､本書では一紙帽の関係で､この第4部は省き､主演を､も

はら経済本質論そのものの展開に限ることにした｡それか第4部での強盗の前
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捷であるから､それだけでも十分に意味があるはずである｡

なお､経済本柴論そのもののより十全な展開 としては､第 3茄でもちょっと

触れたようにーそれを通 じて経済が営まれる社会関係の形態か間盛になる｡し

かし､社台の柵虎について論 じるには､それな りの準備か必要であり､その準

備は､本音での考察 とはまた異なった系列の考察を要求する｡ したがって､こ

れの一般理論の研究もまた他 日を期 したい｡

I) ｢科学｣という用語をひきつづいて用いてもいいのだが､ r科学｣には.やはり

自然科学を中心としたイメージか強いので､人文科学､社会科学をもふくめて考え

ようとしている今のばあい. ｢草間｣という用語を用いるほうがいいだろう.

21 マックス ･ウェーバー (MaxWeber.WirtschaftundGeseHsc71aft,1929【4teA

El.,hrsg.yonJohaTmeSYinck8】E]ann.1971.Tubimgen]の第1部 第2茸 [富永

箆-訳 ｢経済行為の社会学的基礎屯巾｣r世界の名著 50- ウユ-バー｣中央公

論社､1975年は､この第2茸の全訳]など)､および オスカー ･テンゲ (r政拍僅

済竿 第1巻1什池祥一邦訳.合同出版､1964年の第5､6章)か､指摘し､強調

している.

3) 大熊倍行によるものは､ r経済本突論 - 配分と均衡J同文館､1937年 ;r蛙挿

木突詰 一 配分原理第1巻｣日本評論社､1941年 ;r経済未来論 - 計画経済学の

基礎1東洋経済新報社､1957年､と何冊も出ているか､収録されている論文は相互

に重なっているものがきい.実質的には､1967年の r資源配分の理論J (東洋渥済

新報社)が､これらの増補決定碇という性格をもっている.杉原四郎のものは表現

は r経済原詩 Ⅰ- ｢軽済草批判J序説J (同文瓜､1973年)となうているかt

内容は "捷折本突崇拝鋭~というべきものである.
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覇等 Ⅰ吾rS 経 キ斉 と 亡ま 何 カ ▲

第 1 牽 方 法 論 の レ べ ノレ で

(-7 - シ ャ )レ対 ロ ビ ン _ヌご)

一 手段 ･目的内容からの規定と行為横式からの規定 -

(Ⅰ) は じ め に

さしあたっての問い方としては､2つある｡ひとつは r監蛙とは河か?｣と

いう問い方と,いまひとつは､ ｢経埋草とは何か?｣という問い方と.

(珪括草)か (経済)をiXr.,講の対象とすることによって成り立っかぎり､両

者の関係は一丑的な対応の関係にあり.したがって､上の2つの問いは､実質

的には同一の内容を表現するものである,と言うことかできる｡

同じトー トロジーではあっても､問題の位相をひとつだけずらしたものに､

ジューコプ ･ヴアイナ- (JacobViれer,1892-1970)による､かのあまりにも

有名な警句かある.いわく､ ｢経済学とは.謹済学者が研究しているものだ

E c ロnO JDics i s tJhat e conロZDistsd O.Jと｡

く掛青)､ (掛 青学)-および (鐘済学者)という一連の語は､証でもすぐ

分るように.このうちのどの語から出発しても､一般的な変換キ- (<学問>

一一くその認識の対束>､および.<研究者>一一く研究の主題>)を用いる

ことによって､任意の他の語に到達することかできる関係にあるもの同士であ

る｡とすれば､これら一連の用語の内容は､実質的には1つのものであって.

どれか1つの語の内容か決定されさえすれば_あとの語の内容は自動的に決ま

ってくるはずである･したがってt r経済とは何か｣､ ｢糧清華とは何か｣､

｢経済学者とは何か｣という問に答えるためには､これらのタームのうち､他

のタームに依存しない何らかの方法によってその内容を確定できるタームを､
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まずもって遇び出さねばならないことになる.

｢はじめに存在ありきJと単純に考えるならば. (経済)の語の内容か最初

に定められ得るはずだ､ということになろう.われわれも､ひとまずここから

出発して見ることにしよう｡

(2) マーシャルによる (経済)の定盤とロピンズによる批判

アル7レッド･マーシャJL,(AlfredHarshall,1842-1924)は､ 『経済学麿

理』の冒更別こおいて､ ｢経済学は､日常生活を営んでいる人間に関する研究で

ある｡それは個人的ならびに社会的な行為のうち.福祉 (wellbeing)の物質

的要件 (zDaterialrequisites)の軒 尋とその使用にきわめて密接に開通して

いる部分を取り扱うものである｡ ｣(Ⅰ,Ⅰ,1.)日と述べて.対象 (主題)の側か

ら経済学を規定した｡論理的に言って謹清華の対束か経済なのであるから､わ

れわれはここで､マーシャルか. (経済)を r個人的ならびに社会的な行為の

うち､福祉の物質的要件の積得とその使用にきわめで密接に開通している部分｣

と規定した､と解することができる｡

マーシャルの 『原理』全体かそうであるように､われわれは-ここにも､堅

実なイギ)Jス的経験論の思考方法か深いでいることを見てとることかできよう.

なぜなら､抽象的な人間でなくーさまざまな姿で活軸を営む生身の人間そのも

のへの聞心か彼の 『原理』の基軸であり､そのことはこの経済学の定巷でもよ

く現われているからである｡しかし､マーシャル自身もその先鞭をつけたとこ

ろの､経済学を (サイエンス)とする方向で純化する試みか進むにつれて､そ

れと現実のもっ豊かな具体性をできるかぎり包みこんだままで理論化を押し進

めていこうとするマーシャル的な方法との間のあつれきが増大していくことは

避けられない事態であった｡

これより半世紀近くを経て.同じくイギリス人のライオネル ･ロビンズ (Li

onelRObbins.1898-1894)は､マーシャルによる経済学のこの定義を. ｢経

済学を物質的厚生 (materialwelfare)の諸要因に関する研究と関連させるも

のIT･t他の多くの経済学者 - たとえば､キャナン (EdwinCazlnan,186ト1
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935)､クラーク (JOhnBatesClark,1847-1938)､そしてパレー ト(Vilfre

d8Pareto,1848-1923)ち- にも共通する ｢物賀主義的定盤｣2)だとした上

で､これに手厳しい批判を加えた(1,2.)3)｡

彼は､まず､科学の ｢志操の妥当性を測る最終的な基準は｣｢その科学の主

賓な-虎諸概念の究塩の主塔を正確に示し得るか書かという点にある.J とし

た上で､ ｢上述の是政をこのテストにかけてみれば｣｢経済学のもっとも中核

的な一般的諸概念の範囲も意義も示すことができないという致命的な欠陥を持

っていることが分かる｣､ (1.2.)とした｡ ｢物質主義的定義Jは (経済)杏

物紫的なものとのみ関係づけてつかもうとするけれども､たとえば､ ｢貸金は

非物紫的なサーヴィスにも支払われるJL､ ｢所得も､究塩においでは､非物

質的な効用に他ならない｣ (1,2.)ではないか､というのが故の指摘である1)｡

そしてロビンズ自身は､これに対して､自ら r希少性是政Jと呼んでいると

ころの､ ｢経済学は､諸目的と､代替的用途を持っ萄少な諸手段との間の関係

としての人間行動を研究する科学である｡｣ (1.3.)とする定義を対置する｡

ロピンズのこの定義もーただちにはげしい論争を引き起こしたものの5)､大枠

において､これ以後長く経済学界を支配することになった8)｡

マーシャルの定義か理論としてのあいまいさを残していることは確かである｡

｢福祉｣にしろ､ ｢物質的要件｣にしろ､それ自体かあいまいな概念であるば

かりでなく､その上､それらはt ｢きわめて密接に開通している｣というこれ

またあいまいな重罪で､対象たる行為と関係づけちれているにすぎないからで

ある｡

しかし､おそらく一般は､そのことを十分承知した上で､あえてそのように

定轟したはずである. ｢ある考察か経済学の範囲に入っているかどうかについ

て､スコラ的な詮索にわずらわされることか少なければ､それだけ結杵だ.も

し､その中柄か大切ならば､できるだけ考慮することにしよう.｣ (王,ll,7.)

こうした言い方の基には､彼自身の経済学観がある.マーシャルによれば､経

済学というものかーそもそも演辞的操作になじみにくいものであった (Append

ixD,1･)･なぜなら､ ｢経済学者は､あるかままの人脚を故う.っまり､抽
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製的な経済人ではなく､血と肉をもった人間を扱うのだ｣ (I,Ⅰ1,7.)から｡

経済学を物理学よりも生物学に近いものと理解しようとしていたマーシャル

(AppendixB,7.)は､むしろ､軽済学のいわゆる科学性に､はじめから限定

を加えていた｡彼は､科学性を追求するあまり､何かか切り捨てられ､それに

よって具体的な人間と社台の措体性が失われる結果になることを､何よりも恐

れたのである｡

これにたいするロピンズにしても､しかし､現実の経済現象のもっ多面性を

無視しているわけではない. ｢経済学は金もうけと自利だけに関心をもっ経済

人 HoロOEconoDicsを仮定している､というしばしば繰り返される非難 ｣ (4,6.

)に答えて述べた､ ｢われわれの経済主件は､純粋の利己主我者であることも､

あるいは純粋の利他主義者､純粋の禁欲主義者一事屯粋の官能主轟者であること

もできよう.さらにまた､ - はるかにありそうなことだが - これらすべて

の衝動のまじりあったかたまりであることもできよう.相対的価値判断の尺度

は､たんに､来町にあるかままの人間のある唖の恒久的特赦を示すひとつの便

利な形式的方法たるにすぎない.｣ (4.6.)という叙述にもーそのことはうか

がえる｡だが､ロピンズの力点は､やはり一般法則の確立に置かれている｡そ

れがたとえ現実への第1次接近にすぎないとしても.また､彼の方法は､自ら

言うごとく､ r分析的Jなものである7 )｡ rそれは､ある理の行軌を選び出そ

うとするのではなく､行動の特殊の側面に注意を集中する｣(1,4.).したが

って､行勤をその具体性と全体性においてつかむことは､はじめから断念され '

ている､いや､はじめから意回されていないと見るべきであろう.

けっきょく､経済学の定義をめぐるマーシャルとロピンズの対立の根底には､

科学としての経済学の性格をどう把えるかということについての､両者の立場

の根本的とも言える相違が横たわっていたことを､あらかじめ確認しておこう｡

(3) 手段の閉演 - ｢物巽的要件｣をめぐって

もっとも､ロピンズは直接にマーシャルに批判の矛先を向けているわけでは

ない｡彼がじっさいに批判の素材としているのはキヤナンであり､とくにその
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｢物質的厚生Jという概念である｡しかし､彼によれば､この概念はもともと

奇妙なもので､むしろ r厚生の物質的諸原因｣とした方がいいtと言うのだが

(1,2,注)､そうなると､これは､当然､マーシャルの ｢福祉の物質的要件｣

と同じものになってしまうことになる｡.したがって､ロピンズのキャナン批判

はそのままマーシャル批判である､と見てもいいはずである.

それにしても､経済を人間行為のうち r福祉の物質的要件の種持とその使用

にきわめで密接に関連している部分｣として理解しようとするマーシャルの見

解は､それほど非難に価いするものなのだろうか｡

この見解にたいするロピンズの批判の第1点は､すでに触れたようにーこの

概念か経済を物質的なものとのみ関わらせていることにある.本当は､福祉を

もたらす非物IR的な手段も経済に関わりかある､とストレートに主張したいは

ずなのだが､さしあたっては､相手と共通な土俵では論するためか､ '.1日24

時間という固定した手持ち時m)を一物巽的話目的を実現するための活動と非物

質的話目的を実現するための活動とにどのように配分すべきか､という問題も

やはり経済的な岡垣ではないのか､"と問いかける8).

ロピンズのこの指摘は､先程も述べたように､直接はキャナンに向けられた

もので､キャナンがロビンソン物語を例解にして行なった経済の説明の不十分

さを突いたものであった.じつはこの批判は､これに先立っ1927年に､大熊信

行が ｢マルクスのロビンソン物語｣において､マルクスの労助時間配分論を批

判した際のその批判と､論点 ･構造ともにきわめて類似している.すなわちー

大熊も､ r資本論Jでマルクスがロビンソン ･クルーソーの生活を引き合いに

出して労働価値論を説明しているのにたいして､そもそも労働時間の轄丑はど

うして決まったのか､労働時間を配分する閉環の前に､1日24時間を労働時間

と自由時間とにどのような比車で配分するかという問題が解決されていなけれ

ばならないはずだ､という指摘をしていたのであっが ).ともかく､ロピンズ

のこの指靖は正鵠を射ている､と言わなければならない.

彼は､さらに進んで､非物井的な括軌によっても相祉が実現されることか出

来､変換経済のもとでは､その活動かサーヴィスとして売月の対束になること､
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したがって､ (経済)の中にこれを確実に含めなければならないことを主張し

ている｡そして､この主張もまた､正しい｡たしかに､マーシャルか､経済をー

ぱくぜんと物質的なものとだけ結びつけて定厳したことは､いかにも不用意で

あった｡しかし他面で､私には一社が鐘済を革質的なものと結びつけて理解し

ようとしたそのことが､連に､彼の現共感覚の確かさを示すことめように思わ

れる.

もともと､宵 (肘)を必需品 (necesaries)と便益品 (conveniences)とぜ

いたく晶 (luxuries)とに分けたのはアダム ･スミスであった｡同じ肘という

資格を持つものであっても､それらを人間にとっての役だち方に応じて区別す

る着想はtある意味では常砧的だが､それだけに､人間経済の全体を的確に把

えるのには､きもめて大きなカを発揮してくれる.軽清華のような経験科学に

おいては一昔適性をもった生活感覚に基付けられた常柾が天才的なアイデアや

シャープな分析概念よりもずっと有効であることが､しばしばある｡問題はそ

の清純-がどこまで洗拝されて学問的な概念に鏑直されているかにある｡スミス

の概念は必甫品と便益品､必市品とぜいたく品という('あいに､ばあいによっ

て異なった組み合わせで現われて来､必ずしも一体的な概念を構成するまでに

は至っていないが､ともかく.こうした区分の背後には､生活秩序の柵道をし

っかり把えてその観点から現実を理論化していこうとするスミス自身の一斉し

た姿勢かある)D).その姿勢は､マーシャルにも引き継がれている｡

人間にとって柵神的なものが必要であることを強調して､ ｢人はバンのみに

て生くるに非す｣と言われるばあいも､少なくとも､パンが無条件に無くては

ならないものであることは､trしろ自明の前提として席認されている.人間の

福祉がーたとえば愛冊のようにまったく物栄的なものの一片をも介在させずに

実現され得るばあいのあることを認めるにしても､食 ･衣 ･住はもとより､教

育 ･スポーツ ･芸術 ･宗教など､いずれの分野の生活の充足にあたっても.ほ

とんどのばあい､程度の差こそあれ､その実現には物井的なものが与っている

のである日 ).したがって､厚生 (福祉)を実現する手段を物質的なものと結

びつけたはあいには､少なくとも､一般的な生活の持横にとって大切なものは､
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これを洩らすことがない.ただ､特殊なもの､周辺的なもの､生活の持続にと

って大切でないもの､生活の中にくりかえし現われては来ないもの､の内には､

放け落ちるものかあるかもしれない｡さきに ｢マーシャルの定轟にあいまいさ

が残る｣と言ったのは､実はこの点なのである｡しかし､ ｢およそすべての走

軽に免れることのできない境界のケース｣ (ロピンズ.1,2.)かあることもまた

稀かである｡

けっきょく､ロピンズが認弛 (経済学)の側での形式的整合性を意蕗的に亜

視したのにたいして.マーシャルの方はー対象 (軽済)そのものを生活上の意

味から見たその中核においてとらえることに関心の力点を置いていたのだ､と

見ることかできよう｡

(4) 目的の開頭 - ｢厚生 (福祉)｣をめぐって

繰り返し述べているように一口ピンズはとくにマーシャルに焦点を当ててい

るわけではない.彼の批判の対象は.当時のアングロサクソン諸国の珪肺学の

主法全体であり､彼の批判の焦点は､経済を､どういう意味であるにせよ案件

化してつかむことにしぼられていた.したがって､前節で見たように.彼はま

ず r物井的厚生｣という概念をとりあげ､それが圭投を物柴的なものとして乗

附 ヒしていることに批判の矛先を向けたのであった｡ついで､彼の第2の批判

は､蛙辞を､ r福祉｣とか ｢揮生｣とかの概念に関係づけて理解することに向

けられる｡それらの概念には生身の人間と結びつくものがある｡ここでは､且

血の実体化が攻撃の矢面に立たされているのである｡

ロピンズは､ rキヤナン教授はどの経済学者か "戦争の経済学"は r吉葉の

矛盾であるJと主張した｡その根齢 ま--戦争は物柴的厚生の鹿田ではない-

-というにあるらしい｡｣と紹介した上で､戦争の遂行には経済分析が不可欠

であることを指摘する (1,2.).娃済分析の手法か適用できるということと､

それが適用できる領域はすべて経済の慎也にふ くまれるかどうかということと

は､厳密にいえば切り赦して考えられなければならないことなのだれ すく･あ

とで述べるように､ロピンズにあっては･じつはその点の困恥 まはじめから回
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適されうる仕組みになっている.それはともかく､これまた大熊が力説してい

るように12)､戦争はー異常な形であるにせよ､たしかに経済と密接にかかわ

る行為であり､資源に附して他の通常の日常生活上の詰目的と成合関係に立っ

という意味では､これを経済の頒城から排除する理由は存在しないと言っても

いい｡ ｢福祉｣にあくまでもこだわるならば､人によっては ､ "侵略にたいす

る防術の戦争は福祉を目的としているのだ"という論法を持ち出してくること

もあろう｡

いずれにせよ､論理的な整合性はやはりロピンズの伽にある.しかし､ここ

でもまた､ ｢日常生活｣における ｢福祉｣を正面に据えて (経済)を考察した

マーシャルとの対照は鮮やかである.マーシャルの叙述の背後には､生活の充

足を計ろうとしている一個の主体の生活の構造がその全件性において環われて

いるのかはっきり見えている.他方ロピンズにあっては､そうしたものは一切

隠されて､あるいはそうした全体性からは切り離されて､ただ個々の選択の局

面かバラパラに､平行して､まったく同等の資格において現われ出て来ている｡

単純化された個々の過程ならば､これを合理的に営むこと (ただし､部分的な

合理性にととまるおを九が強いが)ち.また精密に考察することも容易である.

ロピンズはこうして目的の実体化も拒否しているわけだが､ただ､目的の案

件化の拒否は手段の実体化の拒否とはいくらかその現実的意味を異にしている

ように思える｡それというのも､ (経済)という概念の成立にあたっては､人

間行為の (目的)の側からよりは､ く手段)の側から受ける規定による鋤きか

ずっと大きいと考えられるからである｡

いまマーシャルの定義について､ (目的)の側の ｢福祉｣を､ "主体にとっ

て意味あるもの"というゆるめた表環で置き換えても､ く軽済)の具体的なイ

メージに至る直通路か閉ざされるという難点を除けば､マーシャル自身の其意

をそれほど大きく規なうことはないだろう.そうなるとー主体が設定する (目

帆)は本来 "主体にとって藩味あるもの"であるはずだから､けっきょくその

点では､ロピンズの玉藻同様 (日的)一般を置いたことになり､ (目的)の側

から (経済)を規定することは出来なくなる｡
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ところが､ (手段)の榊になると､マーシャルか ｢物質的要件｣というぎご

ちない吉葉で表現したかったものは､どう考えてみても､近似的にすら (手段〉

一般に等置することか出来ないものである｡他方､ (日的)を完全に一般化し

柚叙化したロピンズの走轟のばあいでも､ (手段)については､ ｢手段｣とい

う一般的タームを用いながらも､ r代替的用途をもっJ､かつ r希少なJとい

う2重の限定か付されており､そういった意味で特定の存在条件にある く手段

)だけが (経済)に結びつけられているのである｡両者の表現および77'ロー

チの仕方には差異があるものの.このように両者がともに く手段)の性格 ･在

り様に何らかの限定を加えようとした事実はー く経済)というものが く手段)

の側の在り様にヨリ潔 く結びついていることを示唆しているものだ.と言える

であろう.こうして見ると､ (経済)を具体的にイメージするさいには く目的)

の内容か正現されねばならないとしても､もともと (経済)杏 (経済)たらし

める急性の方は (手段)の榊に改心をおいていることを稚iL.思しておくことは亜

要である.

それはともかく､目的の内容を無規定にしようとしたロピンズのねらいのう

ちに､経済学から価値判断を排除しようとすることがあったことは､はっきり

している(6,4.)｡そのためには､目的の内容が規定されてはならない｡戦争も､

犯罪も､忠尊も､みずから食べることも､皆ひとしく目的として､軽済学者の

観察の対条になるべきである.ここでも､ロピンズの主張は明快である｡だが､

この明快さは､同時に､彼の方法にたいして､手段を形式化することを含めて

それか形式的な性格をとることを要求する｡

(5) ロピンズの方法の抽象性 ･形式性

ロピンズによって提出された ｢経済学は詰目的と､代替的用途を持っ希少な

諸手段との間の関係としての人間行軌を研究する科学である. ｣ (1.3.)とい

う定巷の一つの特散れ (日的)および く手段)という行為論一般の抽象的タ

ームをそのまま用いていることにあることか-あらためて注意される必要かあ

る｡マーシャルにおいては､それに対応する語は､ r福祉｣および r物質的要
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件｣であった｡後者はともかくとして､前者は､内容の規定されたどちらかと

いえば具体的な目的を示している｡

ロピンズの方法は､あくまでも形式的である｡前にも述べたように､彼は､

それを､自分では ｢分析的Jを方法だ､と言っている｡この方法からすれば､

おそらく彼にとっては､実体的なものとしての (経済)は存在しないことにな

ろう｡なぜなら､故によれば､ある特定の行為がそれ自体として経済的行為で

あることはなく､行為は､ただ､特定の側面において経済的であると吉われ符

るにすぎない (1,4,)からである.これにたいしてーマ-シャルのばあいは､

行為そのものについて､経済的行為と非経済的行為との区別が可能であった｡

両者の見解の大きな追いは､まずここにあった.

ところで､これに関連して思い出されるのは､行為論のレヴェルで ｢経済行

為 Wirtschafter)Jと ｢経済を指向する行為 wirtschaftlichorientierteHa

71deln (経済的な指向をもっている行為)｣という2唖のカテゴリーを提出し

たマックス ･ウェーバー (MaxWeber,1864-1920)のことである.ウエーバー

は､社会学の立場から､ r経済行為Jを r(財の [一引用者])処分カの平和

的な行使であって｣､ ｢主観的かつ第1次的に経済的な指向をもっ行為である｣

とし､ ｢経済を指向する行為｣を ｢a.第1次的には他の目的に指向している.

のだが､その途上で_経済的な事情 (主観的にiXrE,托された撞軒的配慮の必要性)

を考慮に入れるばあいの行為｣､あるいは ｢b.妨1次的に経軒に指向してい

るのだが､じっさいには暴力をその手段として使用するばあいの行為｣と五重

している｡ここで彼が ｢経済的な指向｣と言っているのは､行為か､ ｢主観的

な意味において､効用 MutZleistungの欲求への配慮に向けられて｣いること

を意味している13).

いくぷん難解ではあるか､ウェーバーの定盤もまたロピンズのそれと同じで

はない｡しかし､私が注目したいのは､そのことよりも､ウェーバーがある特

定の行鞄をそれ自体として経済行為とするとともに､ある行為については経済

的性格を一側面としてだけ認めるというその仕方である｡行為それ自体を規定

することを避けて､行為のさまざまな側面のうちの経済的な性格を帯びた側面

- 20-



だけに注目するロピンズの玉藻の仕方はーある意味で､ウェーバーのこの後者

の例に共通するものをもっていると言うことかできよう.

しかし､それでもなお.両者の間の壁か､まだ越え難い高さを保っているこ

とも碓かなように思われる｡なぜなら､ウェーバーのばあい. ｢経済行為Jに

しろ ｢経済を指向する行為｣にしろ､いずれも､ ｢効用｣､ ｢欲望充足｣およ

び r配慮｣という内容規定をともなってt言い換えれば.動機と結びついて､

理解されていたのである｡これに対するロピンズのばあい､厳密に言うならば､

経済行為というものは存在しない｡われわれは､何等かの行為のある特定の行

為様式のうちに経済的なものを認めることができるにすぎないのだ､というこ

とになる｡

ロピンズの定轟の形式性は.彼か自身でその新版の絹製の労をとったウイッ

クステイ- ドの r経済学の常鼓Jと較ペてみてもはっきりしている.ウイック

ステイ- ドは､経済学を ｢資源管理の一般科学｣､経済を ｢任意の資源を､抱

かれた目的にとって最大効車が確保されるように管理すること｣､と理解 して

いる｡マーシャルか目的の内容を規定したのに対してーウイックステイ- ドは､

目的を無規定にした.その代わり.彼は､手段のほうに r時間､考え､貨幣な

ど｣の ｢資源｣という内容規定を与えている(p.13)lり｡

このように比較してみると､ロピンズが経済学に与えた定年がいかに抽象的

かつ形式的なものであるかかよく理解できよう｡経済行為を他の行為から区別

するものとしては､わずかに､手段カテゴリーに付された ｢代替的用途をもっ｣

ならびに ｢希少な｣という2個の修飾語があるにすぎない｡しかも､この2個

の修飾語は､いずれも手段の内容にはまったく関わることな く､単に重畳凸在

五三比況を革示す丘だけのものである｡

こうして､ロピンズによって､接辞というタームの適用範囲は大きく広げら

れた｡たしかに､現在t教育 ･芸術 ･スポーツ ･医療などをも経済との関わり

において分析しようとする試みがさかんである｡さらには､ ｢結婚の経済学Jt

｢強姦の経済学｣というタイトルをもっ論文も現われている.これらの分析の

なかには､それらの行為が貨幣支出を要求したり･貨幣所得をもたらしたりす
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る点に注目するものと､経済学に特有の分析方法を援用するばあいとがある｡

前者のばあいは､それらの活動がそれぞれの効用を生み出すとともに他の用途

にも用い得る資源を要求するという側面､またはそれらの活動が生産力の維持

･増大に寄与し得るという側面が関心をひくのである｡これにたいして後者の

ばあいは､手段を所与としたさいの適訳行動の (経済)におけるそれとの類似

性が利用されるのである｡

ロピンズは､経済行為を独自のカテゴリーとしては認めない｡彼によれば､

｢いかなる種類の人間行軌も､いやしくもそれかこの側面 [希少性という力に

よって課せられた】を呈示するかぎり､経済学の一般的諸概念の範囲内に入り

乗ることとなる｣ (1,4.)｡つまり､各行為は､それぞれにさまざまな側面を

もっことかできるか､経済というのは､個々の行為の仕方のうちにわれわれが

認め得る1つの特徴であるにすぎない､というのである｡したがって､それは､

あたかも､物件を彩る色彩のようなもので､色彩そのものか物体の何であるか

について影響を与えることができないように､経済か行為そのものの内容を規

定することはない､ということになる｡こうして､ロピンズの方法は荒壁なま

でに純化されると同時に､限りなく形式化されることにもなった.

この立場を方法論的に徹底させると､けっきょく､経済学の発展として ｢行.

為の一点理論 1 7'ラクシオロジー (Praxeology) - ｣を主張するtかのル

ートヴィヒ･フォン･ミ-ゼス (Lu加igYonRises,1881-1973)の立場に行

き着 くことになる.⊥ミーゼスは､そもそも人間行為一点のうちにその本柴とし

て ｢選択と選好 choiceandpreference｣を認める｡そこでは､行為はすべて

目的と手段との間の関係として形式的に理解されt経済行為の独自性は消えて

しまっている15).

(6) 2つのアプローチそれぞれの射程

最後に､ これまで見できたマーシャルとロピンズによる (軽済)への2つの

対朋的なアプローチのそれぞれが現在の時点で持っ､対象語杜の上での射程に

ついて､冊単な考案を試みておこう｡
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第 1は､それぞれの定義の適用範囲の問盟である｡ロピンズか貰うように､

マーシャルの経済の定義が経験によりかかりすぎて便宜主義に流れているとい

う非掛 ま避けられないように思われる.マーシャルが用いる ｢日常生活｣､

｢福祉｣､ ｢物質的要件｣というタームをどう組み合わせて見ても､個々の経

済現禽あるいは経済行為を原理的な-耳性において把える方法的な基準が十分

に明確にされることはないからである｡したがって､そこに付加的な原理を持

ち込まないかぎり､記述的な方法以外に体系的な経済認経が成立することは困

難であろう｡

この点でロピンズによる (経済)の宝達は､明確である.この走轟から出発

すれば､順次具体的な条件を追加して行きさえすれば､済辞的な経済誌誰の体

系を作り上げていくことは難しいことではなかろう｡しかし､ここで､ロピン

ズが古典派を批判したさいの方法 一 相手の定盤を実際に当てはめてみてt

｢経済Jと呼ばれているものが過不足なくその定義に納まるかどうかを捜証す

ら- を､彼自身の立社に適用してみよう｡例1- 1ケだけしか用意してい

なかったバレンタイン ･デーのチpコレー トをいざ学校に行ってからA君にも

上げたいLB君にも上げたいLと迷っている女の子｡例2- あまり旭頚しな

いまま迎えた学年末武験で､限られた勉強時間をどの科目に配分しようかと思

案する草生｡いずれも､主体は r代替的用途をもっ｣｢希少な手段｣と ｢詩日

的｣とのあいだの東張関係の中で選択に直面している｡いったい､これらのケ

ースは一一鹿に (経済)問題だと考えられているだろうか｡

｢物的なものJに関わらせて (経済)を理解しようとする定轟は く経済)の

範囲を不当に狭めるものである､としてマーシャルを批判したロピンズであっ

た机 これまで詳しく見てきたように､彼の希少性左巻は､行為論のタームそ

のままでそれ自体にたいしてはまったく何の限定も加えられていない ｢日的｣､

｢手段｣カテゴート を用いているため､その抽森性 .形式性机 本来 ｢経済｣

と呼ばれているものの範囲をはるか遠 くに越えたところまで､その適用境界を

押し広げてしまうことになったのである｡

第2に､ロピンズの走鼓の形式性からくるいまひとつの五要な開溝かある｡
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まず､ロピンズは (経済)的な性格を個々の個別的な行為か示す多 くの側面の

うちの1つとしてしか認めないわけだから､ある行為において.それが (経済)

的動機を持つことはあり得ないことになる｡したがって､また､ (経済行為)

そのものも存在しないことになろう｡ (経済)的諾砧とは､せいぜいのところ､

単一の目的であれ甚合的な目的であれ､何らかの目的に導かれて行なわれる行

為について､外部から r目的｣と ｢それへの手段｣の関係を当てがって見て､

その行為を (経済)の観点から評価し得るだけである｡

そうなると､つぎにt個々の行為は､政治的目的をもった行為とか宗教的目

的をもった行為とかであることは出来ても､経済的目的をもった行為であるこ

とは出来ないわけだから､この立場からは､普通に複数の経済行為の相互的な

連関の中ではじめて成立すると考えられている経済現象あるいは経済システム

(たとえば市場)を認杜することは､どのようにして可能となるのだろうか｡

マーシャルのばあいにはーこうした問題は生じない｡

第3の問題は､異なった社会､異なった文明に両者の定藻を適用するばあい

のことである.マーシャルの玉藻にしろロピンズの定義にしろ､彼らの定義は

いずれも､体制を越えた経済本質論の次元で与えられている｡したがって､こ

れらは交換経済に適用できることはもちろん､集権的な計画経済の方式をとる

社会主轟経済にも適用できるものである｡そのさい､とくにロピンズの定義は､

それか本来一目的合理性を行為の規範として合意していることを考えれば､社

台主葺が経済効草を標横するかぎり､そのパフォーマンスを判定する明確なよ

りどころを与えてくれることになろう.ところがt社会主義社会も､交換経済

の全面的に展開した資本主亜社台も､ともに近代工粟社会であるという観点を

とって､近年経済人類学が示しはじめているこれとは果菜の世界を垣間見れば､

そこでは､希少性が必ずしも人びとの行勤を支配する原理とはなっていない状

態を戟寮することができる｡したがってtこれらの社会にも目的合理性の規範

を当てはめて近代工業社合と比較し_両者の使劣､文明 ･未開を論じることは

できず､せいぜいのところ､この世界には (経済)は存在しない､と宣言する

以外にないことになろう16)｡この点でも､ロピンズの定唾の受けるダメージ
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がマーシャルのそれよりも大きいはずである｡

もっとも､そのようなことは文明以前のことで､われわれは文明社台だけを

問題とすれば足りるという立場をとることもできよう｡ところが､皮肉なこと

に､近代文明の発展もまたロピンズによる (経済)の足並を無力化しつつあるふ

ただしこのことの方法論的な側面については一般の諾穂はまだ十分でない.要

点だけを述べよう｡いまわれわれ人類は他ならぬこの文明自身がもたらしたい

くつかの大きな国魚に直面しているが､それを人類対自然の関係で言えば､人

口 ･資源 ･辞境の問題である.このうち環境問題を取り上げてみれば､これは

むしろ各個人かそれぞれの個別行為においで日的合理的な行動に徹すれば徹す

るほど悪化するというパラドキシカルな構造をもっている｡このことは廃棄の

問題を考えて見さえすれば､誰でもたちどころに了解することかできるはずで

ある.このことは.計画経済のばあいのようなただ一価の経済主体による目的

合理的行為のはあいでも､個々の行為ごととその日的合理性が関原にされる柵

道になっているかぎり､同じことである｡こうした事態にたいして､マーシャ

ルの定義ならばおそらく柔軟に対処できるだろう｡これに反し.ロピンズの走

掛 ま､]]ジッドな内的整合性を保っているだけに､なす桁もなく､無力である

他はない17).

けっきょく､ロピンズの定轟は単一の行為ごとに目的と手段の関係を考察す

るという方法をとっており､さらにその玉藻には､人間はその支配する手段か

許すかぎり自由に目的を設定することが出来､かっその行為によっては皇妃後

で井なわれ旦行為18)にとっての現場が変化することはないという暗黙の仮定

か雇かれている19).1930年頃当時においては現実的であり得たこの仮定も､

人間と自然との関係か根本的に変化したことか鮭の目にもはっきりしてきた今ー

非現実的なものに鯨化してしまった､と貰わなければならない｡経済行為 ･経

済活動の合理性の意味､およびそれの実現の仕方そのものを模索することか現

在の課垣である｡そのさい.人間と自然との関係もまた歴史的に変化するもの

である､ということの確認から出発しなけらばならない.

第4点｡このように論じてきた私自身､やはり頃の中には､これまで (経済)
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と呼ばれて来たものについての私なりの一群のイメージかありーそれらの中に

どういう共通の特質を兄いだすことか出来るか､という問題をずっと意識し続

けてきた｡このやり方は､多 くの個別的な軽助からそれらに共通なものを柚果

してこれを一般化する方法である｡しかし､人間の日常生活の何らかの領域に

関わる学問のばあいには､そのように問題を立て拭けるかぎり､おそらく､現

象の外側から同塵をなでまわすだけに終わってしまうのではなかろうか｡なぜ

なら､このやり方では､認識主体 (何よりもまず生活者たる行為主体として)

をしてこれら一群の環製を (経済)として一括してイメージせしめているもの

が何か､ということが見えてこないからである｡そこで､視点を変えて､われ

われか (経済)を認識しようとするのはなぜかと問うてみることにしよう｡そ

うして見ると､この間は､けっきょく､われわれが (経済)を認識しようとす

るその態度を背後から支えている関心 (interests)は何であるか､その対象

は何か､という間に帰着する｡知的関心に先立ってまず生活上の関心が存在し

ている認杜対象については､概念のこの統合化原理をきちんと押さえておくこ

とが何よりも必要である.

マーシャルの定義には､これに答えるものがある.ロピンズのには､それが

欠けているように見える｡この間題の詳論は別項にゆずるはかない.課月別まt.

なお残されている｡
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1) AエfredMarshal),PTinciplesDfEco岨旦i_堤,1890(月thed.1920),8叩kI,Chap･

(,§1 [以下､牡にⅠ,Ⅰ,1.とのみ記す.].春期箇所の指示は､原典は第8版の

ペーパーバック版 (Kac血lla71.1979)に､邦訳は一喝壌啓之助訳 r経済学原理J (

全4分冊)､東洋経済新和社､1965､による｡

2) もとの英語は "l舶terialist'definition"となっているから､日本語のtB例か

らすれば､この語にかぎっては､｢r唯物論的J定獲｣という訳語をあてた方が､

ぴったりする上､論争の思想的な甘食も浮かび上がってくる利点もある.しかし､

そうすると､ r物井的福祉 JDaterialvellbeingJ､ ｢物巽的厚生 JlaterialvBlfa

r白J､ r物質的要件 Daterialrequisites｣などの語との意味のつながりが切れる

おそれかあるので､邦訳者に従って ｢物盤主鼓的玉藻｣とした,

3) LionelRobtlins,Anessayo71therlatureandsiETlificanceofeCOnOBlicsci印

払 HacEDillaTl,1932,(2nded.-1935, 3rded:1984),Chap.1,52_[以下､Dl

に1,2.とのみ記す】.第2版ではかなりの相補改訂が加えられている.第3版は､

第2版にポーモル (W.J.BatLml)の序文とロビンズ自身によるエLl講演 (Richa

rdT.ElyLecture) ｢経済学と政拍経済学 EcDnqElicsandpoliticalecono町｣

(_TheADericanEco710mi_C__払e_vie_WLL_71-2,Nay1981)がつけ加えられただけで､本

文は第2版そのままである.辻六兵術訳 r経済学の木耳と鹿茸J東洋店清新租社､

1957,は節2版の訳.以下の奉mttg所の指示は姉3版によるが､本文については､

第2版も同じである.

4) ここでロピンズかマーシャルやキヤナンを批判するために用いている方法につい

ては､とくに読者の注意を促しておく必要かある｡ロピンズは､故のいうマーシャ

JL,らの r物質主選的定義｣の妥当性を､それか rその科学 (経済学 一 引用者注)

の主翼な一般諸概念の究庵の主血を正確に示し得るか香かJという基軸に冊らして

換証しているわけだが､じっさいに故がやっていることは､一軌 こr娃済｣と呼ば

れている個々の現親を順次念頭に思い浮かべながら､上の定義ではそれを過不足な

くカヴ7-できているかどうかを調べていくという仕方をとっているのである.こ

の作粟はまったくの経験主藻的な手拭き以外の何ものでもない.したがってこの換

証手枕きの妥当性そのものは､第1次的には､異なった人びとによってそれぞれ

｢経済｣と呼ばれているものかしっさいに一致しているかどうか､という純粋に経

験的な中英に依存している､と言わなければならない.一女していないばあいは.

異なった定義かそれぞれに正当性を主弧する余地かあるとともに､たとえ一致した

ばあいでも､それは､この呼称と-それの帰属させられる中敷との対応関係か人び

との関で同じであると言い得るのにとどまるのであって､その中魚の論理的な一体

性をただちに意味するものではないことが見逃されてはならない.

けっきょく､ロピンズのここでの換証方法は､(a)人びとはみな同一の現象を同

-の語で呼んでい引まずだ･(b)同一の語で呼ばれている議現魚はある観点から見

たとき同柴であるはすであり･それら以外に同架のものは存在しないはずだ､とい

う2つの前提を暗黙のうちに置いていることになる.これらの前払が胡たされるか
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どうかは軽焼世界の中柄に属し､論理的なものではない｡だからロビンズ自身はー

｢一姫的諸概念の体系 (abodyofgeneralisations)か確立したのは､ここ150年

にわたる経済学者たちの努力のたまものであった｡｣(1.1.)と､このことを薬類的

に認めている｡科学的な巌蛮性､論理性を徹底して追求しようと構えていたロピン

ズにしてなお軽政的なものに全面的に依存せざるを得ないというこのデイレンマの

背後には､経済学ひいては社会科学が蛙駿科学として本来的に持っている宿命をあ

. らためて印叙づけるものかある｡

5) とくにスーターは､マーシャJL,が実証主政的な経済学を他の実証的人間諸科学と

結びつけるとともに､哲学的な価値問題を扱う規範的諸科学とも関係させることに

よって､すぐれた古典派の伝戒の2つの発展方向を叔満腔に扶-した人と考えてい

たので､とりわけ激しい反論をロピンズに加え､その批判は､ この沓物全体に及ん

だ (Ralph～.Sout8r,ProleEOmeTlatOrelativitve亡OnOZ]ics.1933;"Thenature

a71dsignificaJICeOfecDnOZnicscience"illrecentdiscussion,TheQuarterly

JoumalofEco710ZDics.May.1933.I.378).ロピンズとおなじくウエーバーの影

岬を受けていた社会学者バ-ソンズは､行為理論の立場から､ロピンズの方法論の

r原子論的｣傾向と抽象性にたいする批判を展開した (TalcottParsons,Somere

flectioTlSD71日TheJIatureandsiEnificanc80EecOrlozlics".The加arterlyJo

urnaLofEcortoblics,Hay1934)｡ナイトは､ロピンズのこの古物を高く評価しな

がらも_経済学の定獲問題に関してはロピンズにかなり手厳しい批判を加えた (Fr

aJtkJl.Knight,Robbins'dNatureandsignificance''(Reyiev),ITlteT･nationalJ

ournalofEthics,Apr.1934).同時に彼は､その他の問塩についてのロビンズ=

ス-タ-論争にも加わっている (ThOnatureOfeconoJ)icscienceillSOZbereCen

tdiscussiDT).__The_ADericanEconpmiL旦吐 June1934).ほかに､カウフマ

ンもこのa=物を取り上げて論じた (FelixKauEmnn.OnthesubjectJ)atterand

methodofecoT10EDicsciezICe,__EcorloJ]ica.Nov.1933).

6) ロピンズに完全には同調しない立切なから､アキヤナンも､ ｢もちろん.拓君雄

もれ 経済問題に関するロピンズの走丑については､とっくにご凍知である.それ

は.ほとんどすべての教科執 こ観るまでになっているのだから.｣と､述べている

し.(JaEDeSM･Buchanan.WhatshouldecqnOl)istdD?.LibertyPr.,1979,p.21)

マJL,クス軽折半の立場からも､ランゲが､いわq)る近代珪折半 (テンゲはこれを

T政治蛙済学における主観主茸的流派Jと呼んでいる)の代壷的な考え方として､

ロピンズの定義をあげている (OskarLange,血 oJlia1,01ityczm,1961,【今で

は､全姓に収められている.p_ziAl旦｣!旦里.む Yarszava.1975】､竹浪祥-邦訳 r政

治桂折半.第1巻J､合同出版､1964､酢6章 r政治経済学における主観主丑的涜

派と歴史学的読流｣).

7) これに対して､故によれば.マーシャル等の方法は ｢ある甥の人W行動すなわち､

物質的揮生の鞍得に向けられた活軌を区画する｣ものだから r分光的な考え方｣だ.

とされる (1.4.).
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8) いまここで用いられている諸概念の関の関係を整理すれば､次のようになる.

厚生 (福祉) i

一一 物質的なもの 一一 活軸

･- 非物栄的なもの (括弧)

[日的] [手段 Ⅶ目的]

l活動 (時間)

[手段]

9) 大熊括行 rマルクスのロビンソン物語J同文餌､1929年､第1牽｡この茸は1927

年の r改造Jに苑表されたものの初榊だという.

10) AdaElSpith,Wealt,hofnations.etc‥introduction&bookV,chap.tl.§2､

大内 ･松川訳､①89ぺ事､⑳329-30<才｡

ll) 一定の厚生を実現するに当たっての物巽的なものの参与の仕方には.さまざまな

レベル ･程度 ･形態がありうるのであって.それを明確で冊珊な吉葉で表現するこ

とは難しい.マーシャルの用いた r要件Jという語はこの中態の含むそうした多様

性の認杜を前提した表現である.たとえば.現在の段階では､情報､サーヴィス､

人的能力など､直接に物架的ではないものの役割が大きくなって来ているが～それ

らの地力か苑押されるためには.大なり′トなり､物井的なものの協力が求められる

ことは､誰もか知っていることである.

12) 大熊信行 r匡保 改発としての捻力配分｣T資源配分の理論J軒7車 (ただし､こ

れは_必初 ｢故地理論としての拭力配分｣という盟で r政拍経済学の問坦JI (1940)

の第7車として発表されたものという)､とくL=197ページを参照.もっとも､大

熊はそこで.もはら戦争を間切としたのではなく_ r国東法力の配分体系｣の部分

として ｢国防｣を位定づけ_ ｢捻力戦Jもむしろ国家捻力の枠内に限定されざるを

得ないことを鋭いている (ただし一札はまだ旧版はこれを春原 していない).

13) MaxWeber,SoziolOeischenGrLlndkategorien加sWirtschaftens.inJi出旦血旦臼

uz)aGesellsEhaft.5teAEl･.hrsE･V･Johan71eSWiT)CkelmnrL,Tuebi71gen,1972,

1.Bd.,1.Tell.Kip.ll‥SS.31-2.宙加味-訳､中央公論社 F世界の名著50-ウエ

ーバーJ 30114<才.

参考のためにウェーバーの<経済>の定性を構成してみると次のようになろう｡

｢経済 Wirtschaftenは.一方では､効用が欲求されているという中英から,他方

ではまた･この欲求はひとっの配慮によって実現することか保証されようとする市

来から出発しなければならない･｣｢接辞というのは､まさに目的の快亜な適訳を

意味している.ただもちろんそれは､これら複数の目的にたいして取りうるまたは

調達しうる手段の希少性に指向しているのである.｣とされている (同上).
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studl_旦L圭血旦_血 uJRan_h_asi墨_止fecoTIOn]iclatl-,1910,netJed.byi.Robbins,19

33.以下の参mtと引用は､初版による｡)

15) L.u加igYonXiseS.Huqarlaction.atreatisePneCOn叩icsL3rdrev.ed.,1966

(lらted‥ 1949),p.3.ただし.ロビンズ自身かミーゼスをどう考えていたかは

別のことで.注3で触れたイ])甜前では､自分はミ-ゼスのように､人脚行為をっ

ねに合理的なものとは考えない､と述べ､ ｢私はこの主張をすっと理解できないで

来たことを白状しよう｣とつけ加えている (L.RDbbins,Anessay,p.2lA.E.FL,

7112,Nay1981.I.xiv.]).

16) たとえば､山内潮 r希少性 ･相互性 ･梱包桂 一 r弁証法的理性批判JI批判 - ｣

r思想11979年 3,4月号､および､そこでも引かれている NarshallSahlins.呈出

nealeeCロnOZDics,1972.訳 r石器時代の経済学B大学出版局､などを参朋のこと.

17) それは同時に､われわれの目的を意赦した行為そのもののもっ本来的な性格でも

ある｡佳節学批判が経済批判に進まなければならない理由である｡

18) 軽講に関連して行為を把えるばあい､ウエーバーは､とくにその継続性を強調し

ている (同上)｡マーシャルか用いた ｢日常生活｣という吉葉にもその意味はにじ

み出ている｡

ユ9) もちろん､個々の経済行為の環境としては自然条件のほかに他人の経済行為もあ

り､拙合化された後者の例か市場であるわけだが.この問題についてはー本番では

ふれない｡
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頚等 2 章 ｢市 場 ｣ を 申由 と し ｢ご

くボ ラ - = 対 ′ヽイ ユ タ )

(1) はじめに 一 存在としての く経済)

｢経済｣という語は､今日では､姓でもか日常的にロにする吉葉である｡そ

れというのも. く経済)という事実か日常的にt課題としてtわれわれの前に

現われて乗､われわれ現代人は否応なしに自らの行為においてそれとの粥わり

を持たないわけにはいかないからである日 ｡それだけに､たとえ個別的な､あ

るいは断片的な輩においてであるにしても､人びとは誰でも､ く経済)につい

てのそれぞれのイメージを自らのうちに作りあげているはずである.

このはあい､このイメージが､何か存在するものについてのイメージである

かぎり､ く経済)は人びとにとっては､まず存鹿するむのとしてある｡ついで､

それは人びとの盟肢対盈となる.ただし､そのばあいの諾杜作用は､さしあた

っては第1次的なもの､感性的なものに留まっていても構わない｡

ところが､ (経済)というのは､そのようにきわめて一般的な語でありなが

ら､いや､むしろ ｢それだからこそ｣､と言うべきかもしれないが､さてこれ

を一姫的な定義の形でとらえようとすると､その途端に､くねくねと逃げ廻る

うなぎのように､どうしてもしっかりとつかむことかできなくなるという代物

でもある｡つまり､われわれか､いざ認絶対穀としてあらためて (経済)を見

直そうとするとき､われわれは､それがかなり複雑な様相を呈していることに､

気づかないわけにはいかないのだ｡

(経済)をっかむのか難しい理由を端的に貰えば､それは､ (経済)が､た

とえば 1つの石ころのように目に見える具体的な個物としての存在ではな く､

何がしか抽象的な存在だからである｡石ころのばあい､われわれは､大小､色､

形､硬軟さまざまな石を思い浮かべることができる.それらはいずれも個物と

して具体的にとらえられることかできる･そして､じっさいに石を見るばあい

も､石の走丑を頭のなかにもっているわけではない机 それほど困難な く周囲
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の他のものから切り離してこれを石として酷別することができる2)｡つまり､

石という名辞は､それに対応する存在を､周囲から明白に切り離して区別され

ることのできる個物として持っている｡これにたいし. く桂済)はそもそも個

い物ではない｡それどころか､一腰:に､ (嘩済)という名辞に対応するものは､

そのように感覚によって直接にとらえ得るような具体的な存在物でさえもなく､

反対に､恵味においてのみとらえることのできる拘束的な存在である｡抽象的

なものは抽象的なものそのままの姿で感性的にとらえられることはできない｡

記椎する側での抽象化作用を媒介としてはじめてとらえられ得るのである.

ところが､現代の日常の生活人としてのわれわれは､一般に､ (経済)の姿

をー個々の現束に即してであれ､感性的にとらえたつもりになっているはずで

ある｡それは､現代においては､本来抽象的な く経済)が､常にそれと固有な

かかわりをもっ具体的な存在､たとえば､個々の貨幣とか個々の商品 (物)､

商品の売周､報酬のための労働 (行為)､全社､商店､銀行 (境問 [制度])､

税金､国家財政 (制度)などと結びついて現われるからである｡

これらの具体的な存在は､いずれも.本来的に く経済)的事象であると言う

ことはできても､それらの1つひとつか く経済)であるわけではない.むしろ

それらは､いずれも､もうひとつ抽象的で包括的な存在である (経済)を成り

立たせている辻具ないしは部分巽東であるといった性格が濃い｡こうして､認

敢対象としての (経済)の中には､人間の行為や､制度ーしかも､それらの間

の関係などが､一見きわめて雑多な形で放り込まれている､と言うことができ

る.I

だが､このように認識対束としての (経済)の中に雑多に放り込まれている

ように見える個々の物､個々の行為､個々の制度にしても､それらは､それぞ

れがばらばらに鋤いているのではない.貨幣は売男の行為と結びついてはじめ

て (控訴)的になるのだし､売る行為は男う行為とベアになってはじめて成立

する｡ある家庭が何かを買うとき､その行為は他のすべての兄い物と､さらに

は周うことのなかった物とさえも一体のものとしてはじめて理解できる行為で

ある.ある全社がある商品を生産すれば､政争会社に脅威を与える一方､原村
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料に新たな粛要を加えることになる｡国家財政は家計､女気､貿易などに影響

を与えるとともに与えられもする｡そうした意味で､ (佳節)は､ (経済)的

な物､ く経済)行為､ く経済)制度のさまざまなレベル､さまざまな範囲での

立居的な複合体である｡

さらに､これらの く経済)的な物t行為､制度は､それらかそもそものはじ

めからそれ自体として く経済)的なものであり得るかという問虚かある.貨幣

にしても､交換関係の中ではじめて金属が貨幣となるのであるLtさらには､

印刷しただけの1片の紙切れでも一定の関係の中に置かれさえすれば､貨幣と

なる｡また､外見的には物々交換と同じように見える儀礼的な贈答の相互行為

は､ (経済)行為ではないし､全社にしても営利目的を抜きにしてはあり得な

い.何かを作る行為も､作ることそのことか目的であるばあいは､やはり く経

柿)的行為ではない｡

(捷済)的なものを (経済)的なものたらしめているものか､このように目

的と関わったり､ある関係の中に置かれることなど､非常に抽象的なものであ

ることが､全体としての く経済)をたいへん抽象的なものに､したがって一層

つかみにくいものとしている基本的な串偶である｡

それにもかかわらず､われわれは給料とか､商品の生産とか､売見とかの日

常的な経験において､いちいち抽象化の思考手続きを蛙ないで､あたかも､そ

こに直接に (経済)が存在しているかの如くに思って振る舞っている｡このこ

とが可能なのは､貨幣､給料､商品､商品生産､売買､価栢とかか､英は.わ

れわれにとって く経済)のきわめて日常的なシンボルになっているからである.

だからー ｢その実体は?｣とあらためて問われると､逆にシンボルのもっ具

体的なイメージにさえぎられて､抽象的な (虐済)を定番の形で表現すること

に困難を覚えるのである｡そのため､たとえば石ころのばあtlには､ r石ころ｣

という名辞とその存在対応物との-轟的な関係か万人によって共有されること

は､比較的容易であるのに､ (経済)のばあいには. ｢これか く経済)だ｣と

お互いに了解し合っているつもりでも､それぞれに行なっている抽象化の方向

や程度はお互いに異なっており､その籍果､お互いか頭の中に思い浮べている
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(経済)の表象は異なったものとなりがちである｡しかも､それが相違してい

ること､お互いの了解に英はズレのあることか､その場ではすぐには分かりに

くいというのかこの事柄の本来の性質でもある｡

(経済)にかぎらず､いっぽんに人間と社会に関わる事柄を示す諸名辞の多

くはt直接に視覚 ･触覚といった知覚作用によってとらえ得るような物質的な

走在に直接に対応することは少ない｡人間の心､意思､人間同士の関係､人間

の行為 (大なり小なり意味と不可分である)など､いずれも何らかの概測装置

によっても､生理的な感覚器官によっても､それらを直接にとらえることは不

可能である｡こうしたばあい､ある名辞によって同一の何かを表現しているつ

もりの人々の表象相互のあいだに､大小さまざまなまれの生じるばあいのある

ことは避けられないことである｡ く経済)も､まさしくそうしたものの 1つで

ある｡

前章では､マーシャルにロピンズという､いずれも現代の経済学に大きな影

響を与えていなから､方法の上では対極的な立場に立っ2人の経済学者の､

く経済)とは何かについての見解を換許した.その結果､ く経済)を研究する

ことを職業としている人びとの間にあってさえ､ (軽折)の理解にいかに大き

な食い違いかあるかか示された｡ ｢軽清華とは､経済学者が研究しているもの

だ｣というヴアイナ-の警句は､まさに単なる警句以上の其実性を持っている､

と言うべきである｡

ところか､それでは彼らか く経済)と呼んで具件的にイメージしているもの

同士のあいだにもそれほど大きな食い違いがあるか､というと､どうもそうと

ばかりも言えないようである.記徒の側での論理的-耳性を重視したロピンズ

ですら､マーシャJL,溝の玉藻を用いればいかなる事象を (経済)から閉め出し

てしまうことになるかを具体的に呈示し､それか-虎の (おそらくマーシャル

をもふくめた)イメージと大きく背馳する結果になることを指摘するという仕

方でマーシャル涜の走鏡の不適切さを証明していたことを思いだしてもらえば

よい3).具体的なイメージとして突きっければ誰でも凍記せざるをえないはず

だ､という確倍がその背後にある｡つまり､この経験主義的な放証方法は､
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(経済)の定轟に先立って､ (経済)という語とそれに珊応する沓過的かっ共

通のイメージが存在していることを前提にしてはじめて成り立つものなのであ

る｡

ロピンズの経済学の走鼓は演梓的な蛙折半の方法に出発点を与えるものでは

あったか､その定在自体の導出はやはり広い娃駿からの帰納である他はなかっ

たはずで､したがってまたその妥当性の証明ないしは､それと食い違う見解の

当否の験証もまた経験主義的な方法によらざるを得なかったのである｡

そのように考えて来ると､ く経済)とは何かの問いにたいする答えは､人び

とが何を (経済)と考えているのかを明らかにすることによって､近似的に与

えられることができると考えることもできよう｡そうすることは結局､人びと

の く経済)についての養魚の実在的な対応物を経験の次元で確定することであ

り､さらに言い換えれば､ ｢存瀬 と_しての_軽連 (と人びとか考えているもの)J

の婆を経験的に明らかにすることである｡

(2)学史的接近 一 現在の認杜の過去への投#

経験主藻的な方法か (経済)の走轟の妥当性の放証において有効性を持っな

らば､その経験をできるだけ拡韻することによって_よ且好運的な (経済)の走

鼓に近づくことが出来るはずだと考えることはできないだろうか｡つまり､同

時代的な経鹿にとどまらず､歴史的に過去の経験をもこれにつけ加えようとい

うのである.

そこで､早速､たとえば､シュンペーター (Jos印hA.SchubPeter,1883-

1950)の大著 r経済分析の歴史Jllを開いてみよう｡彼はまず経済思想と経

済分析を区別する｡故によれば､このうち盟泣盈恋はむしろ経済史の慣城に用

するものであって､ ｢その最初の記録は舌代の民族的神権政治国家についての

ものである｣｡焼いて彼は､その記録に残されているものとして､舌代エジ

7'トの r一種の計画経済 J､7ツシ))了やバビロニアの r克壁ともいうべき貨

幣制度｣および ｢借用と銀行菓苛｣､そして､それらと並んで､古代中国の

rあまねく農薬 ･商業および財政の閉居を取り扱っている非常にすすんだ公共
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財政｣､などを列挙して見せる (p.38-9.訳72-4および p.52-3,訳98-9)｡

しかし､彼によれば､この大著の主題をなす蛙時世弟について見れば､その

歴史は､経済思想よりもかなり遅れて､ようや くギリシャ人から始まることに

なる (p.52,訳98)｡すなわちープラトンは､舟薬か能率を増進させる理由に

ついての独自の認織を示した人であり､軌 こよって貨幣 ｢叙散｣説か打ち出古

れたこと (p.56,訳108) ､またアリス トテレスによって､ ｢欲望とその充足

の基礎の上に｣｢自足せる家計の経済から出発して｣｢舟葉.物々交換｣およ

び価値が考察されー貨幣も導入されたことが語られている (p.60.訳117-8)｡

さらに､キリス ト教の支配する中世になって､ トマス ･アクイナスが､財産や

散利を､神学の立場から､つまり ｢神との調和｣の観点から分析したことの叙

述がある (p.92-4,訳1881192) ｡

このように見てくると､なるほど､政千年も前のエジプ トにおいて今のわれ

われか言っている意味での (経済)の中東の存在が確かめられ､ギリシャの時

代にはそれを分析する試みもすでに始まっていたことが分かる.だが､それら

の串か分かったからといって､ (経済)についてのわれわれの経験が少しでも

広がることになっただろうか.どうも､そうはならなかったようである｡古代

のエジプ ト､ギリシャで見られた事実は､交換とか貸借とか利子とか分薬とか

のどれをとっても､今のわれわれの言う典型的な く経済)にふ くまれるものば

かりである｡こうした過去の串例を加えることによって､たしかに､われわれ

の軽焼は ｢豊かになった｣と言うことは出来よう｡しかし､おそらく､ ｢広が

った｣と言うわけにはいかないだろう.なぜなら､これらの事例と同種のもの

は､いずれも現代のわれわれの経験の中に見出されるものばかりであって､そ

こに新しい極洋の軽故かつけ加わったわけでは､決してないからである｡

だがtよく考えてみると､それもそのはずである.というのは､われわれが

こうした仕方で歴史を遡るとき､われわれは (経済)という名辞によって何を

義弟するや､についての先人の経験を追加しているのではな く､じっは､われわ

れか (経済)という名辞を与えている今の中条を過去の文献ないし事実の中に

探しているに過ぎないからである｡したがって､名辞とその対束を関係づける
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琵路の経験としては､それは依然としてわれわれ自身の経験を一歩も出ていな

いことになる｡苦い換えれば､それは現在の諾敵を単に過去に投影しただけの

ものにすぎないのだ5)｡

それゆえ､もともとシュンペーター自身にしても､自分の叙述は､古人のt

主として政治学､倫理学､神学上のテーマを扱った著作に見られる ｢経済思想

のなかで｣ ｢科学的といえる断片を｣ ｢拾い集め｣て再構成したものだ､とし

ているのである (p.54,訳102) .

そうして見れば､もしわれわれが (経済)について一般とは異なる見解を持

てば.それに応じて歴史の中にまた別の (経済)の事実を見ることが出来るこ

とになるはずである｡その1つの例が､経済史家ボラ-このはあいである｡彼

は､変換を経済の本質だと見たシュンペーター8)とは対照的に､市場経済を

(経済)の特殊な形態だと見なした.節を改めて､その所説を検討してみよう｡

(3) ｢生活の営み｣- ポラーニ

ポラーニ (KarlPolanyi,1886-1964)T) は､ r人間経済一般をその市場形

態と同等視する｣のは張りだとし (L.p.6,訳36)8)､その立場から_ ｢交換｣

のほかに､ r互酬 recipr8City｣とか ｢再分配 redistrubutionJという く経

防)の串英を､過去の歴史および現代の人類学的知見の中から引き出してくる

のである (L.p.35ff‥ 訳89以下) .

それでは､ポラーニにとって､ (経済)とはいったい何であろうか.

彼は､ r(娃蹄的 economic)とい･う用語の使用.ii､ (それの持っ根本的な)

あいまいさのために混乱に陥っている｡｣ (Lp.xlvi,訳14;p.6,訳36)とい

う認鼓から出発する.彼によると､ ｢く経済的)という用語は､通常､ある型

の人間精勤を表現するのに用いられているが｣､それは､英は ｢異なった起源

をもっ2つの別個の意味の被合物である｣ (L.p.19,訳58).

その第1の意味は r形式的なものJで､ r節約 econoJ)izingとか 経済性の

ある econDnicalといった言い方に見られるようL=､目的一手段関係の論理的

性柴から生じる｣ものであり ー ｢(経済的)の希少性定義につながっていく｣
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.これに反し､第2の意味は ｢実体的な substantiveもの｣である｡ ｢それ

は､人刑は他のあらゆる生きものと同じように､自分を維持する物的環境なし

には群時たりとも生存できないという基本的事実を指し示している｡それが経

済的 eoDnOn]icの実体的定盤の起源である｡｣ (L.p.19,訳58-9) ｢希少性｣

と r生存 subsistencc｣､ r形式的なものと実体的なもの､これら2っの意

味のあいだに､共通のものはまったくない｡｣ ｢前者の意味か論理から派生

するのにたいし､事実から派生する意味か後者である｡∫ (T.p.243-4.訳259

-260)9日D)

ボラ-ニは､2つの意味が両立するばあいのあることを承認しながらも (T.

p.244,訳261)､自分の用いる ｢荘軒的 econoElic｣の意味としてはこの後者

を抹用することを言明する｡そして言う､ r人間の生活の営みは､自然と自分

の仲間たちに依存している｣､ r人間は､自分自身と自然環境とのあいだの制

度化された相互作用のおかげで生きている｡｣｢この過程が 経済 theeconoz)

yなのである｡それは人間に物質的欲求を充足する手段を謹供する｡｣もっと

も､ ｢充足さるべき欲求は､肉体的必要だけだと受け取ってはならない｡その

ような制約をおくと経済 theecoDDJ岬 の硯地を馬鹿馬鹿しいほど狭く限って

しまうことになるからである｡欲求ではなく､手段が物質的なのである｡｣

(L.p.20,訳59-60)､と.

ポラーこの (経済)をもう一度 r怖潔に-定義すれば､それは､人とその環

境とのあいだの制度化された相互作用の過程 - そこから､欲求を充足させる

物柴的手段の継続的供給がもたらされる- であると言えよう｣ (T.p.248,

訳265)｡前楠で見たマーシャルとロピンズの対立は､ボラ-ニによって実質

上このようにつかみなおされた上で､実体論をとるという意味ではマーシャル

の側に立っ彼自身の立場が､明らかにされているわけである｡

しかし､同時に明らかになっていることは､ボラ-この間周への関心の出発

点がマーシャルのそれとはかなり異なっていることである｡そのことがこの間

題の取り扱いに新しい次元を付け加えることになっていることを見逃すわけに

はいかない｡マーシャルの経済学の定掛 ま､捕えとしては市場控訴にその対象
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を限定させるものではなかったか､事実としてマーシャルか考察の対象とした

のは近代の資本主轟社会であった｡しかし社会の発展段階論がなければ､その

理論は暗黙姓に市場娃清を普連化することにつながるものであることも確かで

ある.ロピンズの走轟にしても､その抽象性 ･形式性のゆえに､これまたいつ

の時代､どのような社食の人間にも適用可旭なものであった｡もちろん､両者

とも､とりたててそのように主張しているわけではないしーまたそのように考

えたわけでもなかっただろう｡しかし､論理的にはそうした皆過妥当性を要求

するものになっていることは否定できない.

人類学者ボラ-こか新しく問題にしたのは､まさしくこの点である｡ポラー

こによれば､ロビンズ瑞の､したがって第1の意味での (経済)は､つまると

ころ､ (経済)の ｢希少性定轟｣を意味している｡それゆえ､そこには a)

r功的なものすべてが不足している｣1日ことと､ b) r個体の欲求と必要の

無限性｣との2つの前提が､人間に普過的な却態として置かれていることにな

ち.しかし一枚はこの2つの仮定のいずれをも､普過的なものとしては拒否す

る (Lp.27-31.訳74-80) ｡

｢そうした見地においては､誤りは､人間経済一点をその市場形態と同等硯

することにあった｣というのか､ポラーこの認鼓なのである｡ r供給-需要一価

格tA柵 (一般にわれわれは市場と呼んでいる)は､特定の構造をもった比較的

近代的な制度である.J r経済的という期概念 (thegenusecomJ)ic)の領地

を特に市場現束に限定するのは､人間の歴史における最大部分を史実から排除

することになる｡その一方.あらゆる経済的現象を包摂するにいたるまで市場

概念を拡張するのは､経済的なものすべてにたいし､市塙の現象にともなう特

殊の性格を人為的に与えることになる｡かくて否応なく､思考の明析さは損な

われる.｣ (L.p.6,訳36-7)

ボラ-こは､こうした立場から､人期史のなかにさまざまな形潜の (経済)

を探って行 くことになる｡そのばあい､ ｢経済とは､制腔化された講籍である｣

(傍点は引用者)というのか彼のいまひとつの基本的な諾砧であった｡ ｢過程｣

とは､a)場所の移動 (輸送 ･生産)､t))占有の変化を指す｡しかし､それだ
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けであれば､経済過程は ｢諸要素のあいだの機械的 ･生物的 ･心理的な相互作

用に還元され､その全体的な現実性を失ってしまうことになろう｡それに含ま

れるのは､生産過程と輸送過程､および占有の変化過程という骨格だけになる｡

そこで､経済の制度的側面が､ことのほか丑要になる｡｣r経済過程の制度化

はその過程に統一性と安定性を与えるものである｣ (T.p.249,訳267-8)｡か

(て､ ｢交換｣･r互酬J･r再牙髭Jが､ボラ-ニによって人月史のなかに見

出された3つの制度である｡

(4) ｢市場 (交換)｣ - ハイエク

サイェンスとしての経済学の純化を目ぎし､ く経済)を徹底してその形式性

においてつかもうとしたのかロピンズであったか 12)t その形式性は当然のこ

とながら多 くの反発 ･批判を呼び起こした｡なかでも､経済人類学者ボラ-‥

が､あえて (経済)を実体的なものと結びつけて理解することを主張したばか

りでなく､その立場から人類の (経済)の歴史を叙述する仕事をおしすすめる

ことによってロピンズに厳しく対立したことは､前節で見てきたとおりである｡

ところか､意外なことに､ロピンズのこの徹底した形式性のなかになお実体

的なもののかすかな残淀をかぎとり.それを振るい落とすことを主張する人が

ある｡自由主義の社会哲学者にして経済学者であるハイェク (FriedrichA.

Hayek,1899-) がその人である｡

彼は､1967年に春かれた ｢政治思想における用語の混乱｣13)において､ (

経済 (学))の走藻をめぐる自分の考え方の変化を､次のように告白している｡

r私は今､経済学という科学を所与の請目的の実現に向けて希少な手段を処分

することの研究であるとする走鏡が､何ほどか誤解を生むものだと考えている.

この定義は､ロピンズ脚によって大変効果的に広められ､私も長 く守って果た

ものなのであるか ｡｣と｡

ハイェクの関心はtもともと ｢市場｣にあった｡それというのもー市場は

r自生的な秩序ないしはコスモス (cosJ)OS)｣ 14)を作り出すからだ､という

のである｡その立場から､彼もまた､ボラ-こと同じく､ (経済)のタームに
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二重性を兄いだす｡ r同じ用語か2つの別種の秩序に用いられたために大きな

混乱を引き起こし､今なお引続き偉い学者たちさえをも誤らせている例は､お

そらく一経済 'という吉葉であろう､｣と｡

同じ二軽性ではあるが､しかし､ハイェクの考えているその内容はボラ-こ

か述べていたそれとは､形式の上では丑なるにしても､本質的な点ではむしろ

ずれていると見た方がよさそうである｡ r盤なる｣というのは､2人とも､こ

のタームか市場とそれ以外のものとをともに含み得ると見ていたからであるが､

｢ずれている｣というのは､ボラ-こかこのタームの中で市場が不当に普連的

な地位を与えられていると考えたのにたいし､ハイエクは反対に､市場概念の

中に (経済)のもう一つの薄味か誤って混入する恐れがあると考えていたから

である｡つまり､両者はその関心の所在を両極に分けたそれぞれの立場から

(軽坊)のタームの二歳性を問題にしたのであった｡

ハイエクによれば､ (経済)という用語は､第1に､ ｢一元的な位階構造を

もっ訪日的 - たとえば､家計､企粟､あるいはその他の任意の組織 (これに

は政府もはいる) 一 に役立つように資源を偵正に準備し組蛾することにも用

いられるし､さらには､こうした種類の経済が多数相互に関係し合っているよ

うな細道､すなわち､ 社̀台経済'､ 国̀民経済■､ 世̀界経済 'あるいはたん

に 経̀済 'と呼んでいるものにも用いられる｣ .そして第2に､それはt ｢市

場か作り出す秩序補遺｣にも用いられる｡つまり､後者は､ ｢自生的な秩序な

いしはコスモス｣であるから､前者の r最初からもっぱら経済と呼ばれている

手配 (arranEeJ)ent)とか組抱とかとは､多くの点でまったく異なったもので

ある｣ (p.90)､というのである.

このように (撞拝)という-佃同一のタームが2つの別個の事柄に用いられ

たために､それら2つの事柄か帯びつけて理解される誤りか生じたというのか

ハイェクの認敵である.その誤りを具体的にいえば､ ｢市場があたかも本来の

経済 (aTIeCOnD町 prOper) そのものであるかのように振る弗うペ く作られ

たばならず､また市場のパフォーマンスも本来の撞済と同じ基準によって判定

されることができるし､またそうされねばならない｣という悟念のことである｡
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｢この倍念が､さらにおびただしい誤謬を生み出すもとになったJとハイエク

は考えていた (p.90)｡

この誤った結びつきを切り離すためにーハイエクは､そこからさらに進んで､

｢自生的に形成される市場秩序を記述するには新しい用語を用いることが必要

のように思える.｣とした上で､ ｢市塙理論Jを ｢キヤタラクテイクス cata

llactics｣､ ｢その秩序そのものJは ｢キャタラクシー CatallaxyJ と呼

ぶことを提案するのである (p.90)15)｡彼によれば､ rこの新造語を導入す

る主たる目的は､キャタラクシーが特定の位階構造をもった具体的な詩目的に

役立っように作られるべきではないし､また出来もしないことと､それq)えに､

そのパフォーマンスが特定の諸結果の和という観点から判定されることはでき

ない､ということを強調するにある｡ J (p.91)

こうした立場からは､ロピンズのあの経済学の定義も､ ｢キャタラクテイク

ス 【交換学]の序論的部分 一 時として 単̀独経済 si叩lOeCOnOJ)ies'と呼

ばれて来たものの研究 - ならびにア)]ストテレスの rオイコノミカ 0日COnDJ)

icaJ川)がもはら対常とした部分にだけ適切のように思える｡つまり､単一家

計ないしは企業による処分であって.ときとして経済計井とか遇択の純粋論理

として記述されているものである｡｣ということになる｡そして､ ｢ロピンズ

の現在広 く受入れられている定盤が私には人を誤らせるものだと思える理由は､

キャタラクシー [市場秩序]か奉仕する諸目的は､艶にとっても､全体として

は所与ではないということ､つまり､その過程に参加するどの個人にとっても､

またその過程を研究する学者にとっても既知ではない､ということである.｣

と､その不満の理由を述べるのである (p.gOの脚注)｡ここでは､閉旗は､す

でに､経済学の定費か実体的か形式的かという点を触れてしまっている｡

ハイエクの思想に多少とも触れたことのある人には､これらの叙述はすぐに

理解できるだろうけれども､そうでない人には､いささか分りにくいかも知れ

ないので､もう少し説明を補っておこう｡

ハイエクによれば､ (経済)という語からふつうに連想されるものは､ ｢1

佃の経済｣である｡これが ｢本来の珪肺 aneconD町 PrOPer｣であり.それは
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r所与の手段を一元的な計画にしたがって､触合する話目的の間にその相対的

盤要さに応じて配分する詰行為の横合から成り立ってJ (p.107)いる｡それ

はまた､ ｢ある単一の主体が既知の手段の利用を憤盃に手配するJという意味

で ｢技術的な組地である｣ (p.108)｡これにたいし､やはり (経済)の中に

ふ くめて理解されている ｢市場というコスモスは､そうした単一の尺度をもっ

た詩目的によって支配されてもいないLtできもしない.それは､そのばらば

らな成且全体のばらばらな通約できない多様な詰目的に奉仕するものである｡｣

lT)

(蛙済)という語がこの双方の意味をふ くむために､市場秩序も ｢本来の経

済とおなじ基準で秩序づけられるべきだし､判定もされるべきだとする｣誤っ

た借金が生じることになった｡そこで､ r経済という語のあいまいさによって

生みだされた｣この混乱を避けるために､ ｢経済という語の使用を､厳密に本

来の意味に､すなわち斗-の尺度をもった諸目的に専任する快丑に調整された

詩行為の横合に限定することにし川)､市塙秩序を捕成するところの相互に関

連をもっ多政の経済のシステムを記述するにはもうーっ別の吉葉を採用するこ

とか必要Jだとするのである.

ここでハイェクが主張しているのは､要するに､ロピンズの軽済草の五黄は､

位階構造をもった目的を前提することになり､それは単一にして全体である存

在､っまり1偶の主体の存在を想定することにつながるものだ､というにある｡

ハイエクにとっては､市場において全体が結果として成立することはいいにし

ても､市場にはじめから全体があって､それか何らかの目的を持つと考えるこ

とは我位のできないことであった｡このことはまたtたとえ経済学者であって

も､外から市場を観察して市場のパフォーマンスの成育を判定することはでき

ない､という主張をふくんでいる.そもそも市場における自由な r親争｣とい

う中英的行為こそか､ ｢実際に生産されるものすべてができるだけ最小の架用

で生産されるという状況｣を目指す ｢発見手続きJなのだ (p.91)､というの

がハイェクの碓倍であった.

ロピンズの定轟において､内容を捨象されたその日的かいかに抽象的なもの
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として語られているにせよ､ともかく市塙秩序を丑祝するハイェクにとっては､

選択行為に際しての話目的は位階構造をとらざるを得ず､この位階構造をもっ

た日的､その背後にある単一の経済主体.さらには家計､企菜､政府など罪体

的なものとの間にわずかに洩っているそのつながりが､ロピンズの定義の東部

に向かわせたのである｡

ロピンズは最近の論文においてハイェクのこの提案を取り上げ､それに否定

的な見解を塞明した｡ ｢思うに､このアプローチはひじょうに深い洞帯に導い

てくれるものである｡しかし､この考え方か､現実にであろうと暗黙裡にであ

ろうと､変換に尊 く条件を十分明確にしてくれるものとは思わない｡ ｣と.こ

こでロピンズかr交換に導く条件Jと言っているのは､首うまでもなくr希少

性｣のことである]B).けっきょく､ロピンズによるハイエクにたいする反批

判は､キヤタラクティクスという概念のもつ岳端な抽象性に向けられていると

見ていいだろう｡ただし､ここでロピンズはハイェクの批判にまともに答えて

このように苦ったのではない.彼は､ハイエクの キャタラクテイクス提案を

ホェ- トリー､シュンペーターの同様の提案とまったく同じものとして扱い､

これを批判しただけのことである｡少なくとも､ハイエクとシュンペーターで

は､同じように ｢交換｣を亜祝しながらも､相木的ともいえる差異かある｡ハ

イエクが変換を市場と結びつけてのみ理解するのにたいし､シュンペーターは

孤立控訴主体ロビンソン･クルーソーの遇択行為のうちにさえも交換額製を見

出していたからである2皿)｡

いままで見て来た彼自身の苦衷とは反対になるけれども､ハイエクは一本当

のところ､ ｢市場｣のみが く経済)だと言いたかったはずである｡少なくとも

経済学の主対象､経済学者の中心的な研究主垣だと言いたかったはずである｡

そして､実際にもー彼は､ ｢現在掛 古学と呼ばれている且のは､アリストテレ

スが chr印 atiskeすなわち富の科学と昔いたように､catallacticsと書いた

方がいい｣ (p.90,脚注21) (傍点 一 引用者)､と言っている｡つまり､言

葉の矛盾をいとわ削 ナれば､ハイエクにとっては､ "経済学の対象は､ く経済)

ではなく､キャタラクシー【市場秩序】である"､と言うことかできよう.
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ハイエクのこの主張は､しかし､単に (経済)の語藻のあいまいさからくる

混乱を避けるためという消極的な立場からなされているのでないことは､すで

に明らかであろう｡ (経済)の概念の本質的な部分､あるいは原理的なものは､

キヤタラクシー [市場秩序1に体現されているという考えから､彼は､それを

クリスタルな形で取り出して､そのことを鮮明に示そうとしたのである｡だか

ら､彼の立場を､本章の問題設定の文脈に合わせてさらに約言すれば_ "経済

学の主題は､市塙現魚であるべきだ"というにつきる｡

いまや､存在としての (経済)は2分され､その一方のみに肘する関心が示

されている｡そして､この立ま削ま､単に経験的なものではなく､同時に理念的

なものに支えられてもいる｡つまり､彼の経済観ならびに経済学観の背後には､

彼に独自の社会哲学全体が控えているのである.

(5) 関心が認柾対束を規定する

以上に見て来たように､ボラーこもハイエクも く経済)という語の二良性を

指摘し､その二轟を純粋に分離しょうと試みた.ただし､その純粋化の方向は､

｢市場｣を中心に両者でまったく逆の方向に向かっていた｡

一方のポラーこか (経済)の在り場所を人間生活の営み livelihood一般に

求め､それか制度化された過程を (経済)としてつかみ､その見地から､市場

制度を互鮒､再分配と並ぶ経済制度のひとっにすぎないとしたのにたいし､他

方のハイエクは､逆に市場こそ普逆的なものであり､各個別経済は経済学の研

究にとっては従たるべきものだとした.

ところで､このように対立する両者ではあるか､ く経済)という吉葉で人び

とが一般に何を思い音字かペるかについての事実認砧の点では､両者のあいだに

英質的にそれほど大きな隔たりはないように見える｡つまりー一般の人びとな

らびに大多数の蛙済学者にとって ｢存在している経済 ｣の婆をボラーこもハイ

エクも､とりあえずは共有していたように思えるのである.

どちらも､人びとか､単独であるいは姓Blで､相互の関係を通じながら､自

己の駄求を充足させる手段を継続的に入手しているという状況をイメージして
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いる｡ただ､ボラ-こから見れば､人びとが思い浮かべている く経済)の画面

には､ ｢欲求を充足させる物質的手段の継続的供給をもたらす｣過程が画か礼

ていたか､同時に､その過程は ｢人とその環境とのあいだの制度化された相互

作用｣として行われており (T.p.248,訳265)､そのための場所として､希少

性およびそこから乗る合理的行為と結びついた市場がとりわけ大きな役割を占

めていた｡他方､そうしたものとしてハイェクが見た く経済)の絵には､無数

の個別経済あるいは請経済 (世帯､農家.企菓)一誌経済のネットワーク (社

会経済､国民経済)､そして市場までもが､いずれも r所与の手段を一元的な

計画にしたがって､収合する詩目的の間にその相対的韮要吉に応じて配分する

諸行為の複合から成り立っているJ21)ものとして､同じ姿で画き込まれてい

たのであった｡

同じ画面を見なから.両者の目のつけどころはたがいに異なっており､しか

も2̂ ともその画面に荊足しではいなかった｡そこで､ボラーニは､中世から

舌代､あるいは未開を画いた画面を継ぎ足すことにした｡継ぎ足された画面に

は合理性の色は塗られていない｡ (互耶)の画面と く再分配)の画面かそれだ.

もとの (市場)を画いた画面に塗られた合理性の色もいくらか縛められている｡

ハイェクは､新しい画面を継ぎ足すよりもいまの画面を分割することを選んだ｡

しかし､その前に､彼は､市場の姿をそれ以外のものとは異なった婆に画き直

しておき､自分のためには､その画面だけを残そうとした.もっとも.これら

の新しい画面も､決して彼らの想像の産物ではなかった｡ボラ-ニにとっては､

それはこれまで隠れて見えなかった画面を探し出して来て､それらか一連のも

のであることを稚譜しただけのことであったし_ハイエクのはあいも､これま

ではぼやけてその違いかはっきりしていなかったものをはっきりさせただけの

ことであった｡

2人とも く経済)の-虎的な意味から出発しなから､いずれもその二巷性を

指摘したところまでは同じである｡あるいは､その二義の内容のつかみ方にも

亜なるところかある､と言ってもいいかもしれない.だが､さらに進んでそれ

を明確を概念に仕上げる段階にまでいたると､両者がまったく反対の方向を日
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指していることがはっきりする｡この段階では､われわれはすでに､両者それ

ぞれに見えている ｢存在としての経済｣かおたかいに異なっているばかりでな

く､ともに一般の人げとならびに大多数の経済学者とも異なってきているのを

見ることができる｡では､ (経済)にこのように異なった国定を与えるにいた

った両者の立場の根底にある違いは何であろうか｡

ハイエクの最大の関心は､ ｢個人の自由｣にある｡ ｢個人の自由｣こそは､

彼の価値判断の根本的な立脚点である｡その立場から､彼は､社台の秩序を

r人為的秩序｣と r自生的秩序Jの2唖に区別する.前者は r作られた秩序 D

adoorder｣で､外から目的が与えられることを特赦としており､後者は r成

長する秩序 irOWnOrder｣で､それ自体としては目的をもたないことがその特

赦である｡牡は前者をタクシス (taxis)ー後者をコスモス (cosⅡ)OS) と呼

ぶ.いずれも､同産のギリシャ語に由来する22)｡

苫うまでもなく､個人の自由は後者においてのみ可能である｡構成された秩

序 (タクシス)は､特定の目的と結びついているので､そこでは個人か自分の

目的を追求することが制約されるのにたいし.自生的秩序 (コスモス)では脊

個人は一定の行軌規則に牡いなから自分の目的を自由に追求できるからである.

したがって､自生的な秩序こそが望ましいものである｡そして社会制度の中で.

このコスモスのもっとも中心的なものが ｢市場｣であってみればーハイエクの

主要な関心の焦点かコスモスとしての市場 (キヤタラクシー)の上に結ばれた

ことは当然であった､と言えよう.

このような社会哲学的次元から出発したハイエクとは対照的に､ホラーこの

立塙は､はじめから社会人類学者としてのそれであったように見える｡時代を

隔て文化を異にする人びとを共通の土俵の上で比較するというのか､その学問

の本来の方法であってみれば.そこから､およそ人間が生計を立てるために物

柴的なものを獲得しなければならない､しかも一定の社会関係を媒介として行

わなければならない､という普連的な事案に く経済)を引きっけて理解しよう

という態度が生まれたことは､これまた当然のこと{･あった｡

しかし､ボラ-こ自身かある手先の中で ｢ちょうど50才のとき､イギリス
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の状況が私を娃折史の研究へと導きました｡｣と昔いているのを見ると､ポラ

ーニを最初からの職業的人類学者と見るのは誤りであろう.しかも､未亡人に

よると､彼は1930年代なかばにイングランドに渡 り､そこでの経験が r階級社

台の古典的原種に嫌悪をいだくように｣させた､という｡とくに注目すべきは､

続けて未亡人によれば､ ｢彼の憎悪は､市場社会とその影響 一 人間から人間

らしさを奪いとるもの - にたいして向けられたものであった｣ (L.p.xvi.

訳28)という｡して見れば､ボラ一二のばあいは ｢市場｣にたいする強い負の

榊心か且豊丘 あって､それが次に彼をして異なった時代､異なった民族に屈し､

異なった文化をもっ人間を対等に扱う人類学に向かわせたと理解することか妥

当であろう.市場原理の普遅化にたいするボラ-この徹底した拒否の姿勢は､

おそらくここから説明できるはずである2日｡ここでもまた､生活体験の中か

ら形成されたものではあれ､一つの強烈な関心が一人の学者の (経済)を見る

目を規定していたことを知ることかできる｡

両者はそれぞれ､ ｢市場｣を軸にしなからもまさに正反対の方向に向かう各

自の関心にもとづいて､社会のさまざまな環製の中から く経済)という現製を

切りとって果たのである2り｡切りとられてできた ｢在るもの｣としての (経

済)の性は､両者でまったく異なったものと言っていいものである｡しかも､

ハイェクのばあいには､ ｢在るもの｣としての く経済)の像の上に ｢在るべき

ものJとしてのそれかダブッて見えさえもする｡

こうして､ (経済)とは何かという閉演にたいする答えは､木桶でもふたた

･び与えられることはできなかった｡しかし､前楠の考案に本鞘の考案を加える

ことによって､問題そのものの性柴についての理解は､格段に進んだはずであ

る｡第1に､ (経済)にどのような定轟づけを与えるべきかという次元にとど

まっていては､この間に答えることはおよそ不可能であることか分かった｡第

2に､ (経析)の語によって一般の人びとがどのような表象をいだくかを軽焼

的に確定する方法も無駄であることが示された｡だがポジテイヴには､第3に一

節1LU礁すべき対象の杵走そのものか､認織主体のいだく関心に深 く規定されるこ

とが分かった｡次章では､この角度から､問題への再アプローチを試みよう｡
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日 このように言っても､それは r現代人Jだけか提訴の皆みを行っているという意

味ではない｡念のため｡

2) もっとも､石だと思ったものかつかんでみたら崩れて泥であったことか分かると

いうこともある｡しかし､そうした個々の具体的な存在物があるカテゴtJ一に入る

か入らないかというあいまいな申例は現実の認蕗にはつねにつきまとうものである.

それはカテゴリーの設定自体か実在界の特定の側面の一面的な細魚化によってなさ

れたものであるかぎり避けることかできない串態である.石と梶を牙城するという

ことかそもそも人m)の都合から出発したことなのである.

3) 前丑の 注4を参照 .

4) JosephA.Schup)pet,er,Historyofecor10DicaTlalysis,1954(6thprintiT)I,

1967).束畑和一訳 r妊措分析の歴史J岩浪等店､1955. [以下.引用文について

は､引用ページを原則として本文中に示す｡なお､本鞘での引用文はすべて､邦訳

のあるばあいでも､必ずしもそれに依ってはいない｡念のため.]

5) 厳密に貰うならば､現在の語経を恥純に過去に投影する場合と､現在の認護とそ

れに対応する英在をその対応を保ちなから順次過去に過らせていってその源浩に到

ろうとする場合とを､区別する必要かあるが､今の行詰の中ではそれほどまでする

必要はなかろう.

6)schu叩eter.DAB

Aie,1908.S.49E.大野忠男他訳 r唖論経済学の本巽と主要内容J岩波文柾.1983.

111-2<./7.

7) polanyiのE]本語表記を､ハンガリー詔にしたがって rポラーニ｣とした｡彼には

ドイツ語の詩文もあり､そこでは Polinyiと､ S̀'が普かれている.玉野非氏が

rボランニーJとされている理由のひとつは､彼の仕事を英王宮圏のものとされてい

ることかあるようだ｡注8にあげた古物の邦訳のまえかき (r日本版の題姓にあた

って｣)を参相のこと.

8) KarlPolanyi,Theliyelihoodofmn.1977.玉野井他訳 r人間の経済Ⅰ一 市

場社会虚構性1岩波諜店､1980,[以下､本文中では L.と鴫詑1 .

9) polarlyi.Theecono町 aSinstitutedprocess.inK.Polanyi,Conrad71.Aren

sberg,andHarryW.Pearson(eds.),TradeW

EconDqiesinhistoryaTIdtheory.1957.TheFreePress/Collier-Ha叩illaTI,

玉野非他訳 r経済の文明史1日本姓iF新RR社､1975,[以下､本文中では T.と略記]

なお､Theliyelihoodof耶n.P.19-20,訳58159にも､ほぼ同じ叙述がある.
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lD) このように主張するにあたって.ポラーニは､メンガーもまた く経済)というタ

ームのうちに2つの意味があることを認めたとして､メンガーの r娃済竿原理 (罪

2版)Jを援用しているが､メンガーの叙述そのものに即して換計してみると､ボ

ラ-ニはメンガーを無理に自分の図式の中にはめ込もうとしているように見える｡

しかし､本鞘では､ポラーニ自身の所説が問塩なのであるから.この点についての

詳述は別の牧舎にゆすり､ここでは､ただ､ボラ-このメンガ-理解に問畑のある

ことを指摘するだけにとどめておく.興味のある統者は､みずからメンガーについ

て見られよ｡Polanyi.CarlMenger.stwo耶aningsofeconoEhic,inGeorleDaL

tDr](ed.).St叫i紬 止_叩軸roT)Dlogy(AmericaTtAnthmDOloEists.197

il,玉野井芳郎訳 rメンガーにおける Fは済的Jの2つの意味｣ (所収 .･同 rエコ

ノミーとエコロジー - 広濃の経済学への迫Jみすず等罪､1978,316べiE以下) [

以下t本文中では N.と略記]､および _Th旦｣ユタ_elihoDdOfロ叩,I).21f.訳63べき｡

CarlJtenger,GrundsatzederVolkswirtschaftslehre,2.Aft.,1923,SS.60-64

u.72179,八木紀一郎他訳 r一般理論経済学IJみすず寄防,1982 [邦訳には原

潜のぺ-ジが妃されている].

ll) この点で､ポラーニは敗密さを欠いている. ｢物的な物すべてが不足しているJ

と主張した経済学者かどこにいただろうか.希少性にとくに亜要な理論的位置を与

えたカツセルでさえも､そのようには言っていない.そもそも､タームとしてはと

もかくとしても､古くから ｢自由財｣についての認蕗があった｡

12) Lio71elRobbins.AnessayoTLthenatureandSignificanceOfec_ononic_sEie皿

GB.Macnillan,1932.辻六兵術訳 r経済学の本質と意藻1東洋経済新報社.1957.

t3) FriedrichA.Hayek,Theconfusionロflanguageinpoliticalthoughtl1967】.

in:N_evstudiesirLphilosophy.po_litics.econqqics星Tld__也ehistor10L

i旦旦旦丘.1978.§6.Catallaxyandecono叩.P.90の脚亨主.

1り ｢コスモスJについては後述.

15) ｢キャタラクテイクス Catallactics｣は.もともと､ホユ-トリ (Richard

WhateLy.1787-1863)の命名にかかるもので､変換を意味するギリシャ語のxαT

aAlaTEIγからとった語｡経済学を交換の科学として純化しようとする提唱

である (Schumpeter,也旦Jesen_und_derUgu_TltiDhBLtdertheoLeji_写CheTITTatio-_

叩lBBDnamiB,1908.2teAil.,1970,S.50,訳113ぺ-ジ-および､nisiBryOf

econoEdicanalysis,1954(6thprinting,1967).p,536,訳1127ページ).

16) 正確にはー ｢偽7))ストテL/スの曹｣と言うべきであろう｡ア)Jストテレスの流

れをくむ r迫温学派 (ぺリパ トス)のものとされる.N.L Finley,Ec_OmDyand_

州 ,ed.byB.D.Shawand冗.P.Saller,1981(1sted.

in1953),p.98｡
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17) Hayek.TheJ氾rketorderorcatallaxy.in :Law.leだislatiOnaTIdliberty.

旦912_._The J)irateOLs_O由』｣jub i_C且._London.1976.Chap.10.なお､ハイエク

は.そこで ｢経済｣のもう少しくわしい分校を与えている. ｢厳密にいえば.世静､

農家､企粟はそれぞれ詰娃許と呼ばれることができる.｣.また､ ｢ふつうに社会

経済ないしは国民経済と呼ばれているものは､この意味では単一の軽済ではなくた

くさんの相互にからみあった詰経済のネットウークである.｣

川 ) ｢諸行為の社食 Jとは､具体的には､世帯.長束､企業を指す.注17に引用した

箇所では､ ｢1個の注i削土､所与の手段を一元的な計画にしたがって.浪合する詰

目的の凹にその相対的丑軍さに応じて配分する諸行為の複合から成り立っている.｣

と､説明している.

lD) RPbt)ins.EcDnDZDicsandpoliticaleconoby,AqeTicaTljCin_OtnCleli_軌 71(2),

Hay1981. のち､ATLe_S_Sa_yAT]阜ignificani且の第3版(1984)に収録.引用は同等

による.

2D) Schu叩eter.D8S恥se_n.荊拘tF所.ただし r孤立した経済者｣という蓑架か用い

られている.

2H TheEDarketorderDrCatallaxy.iD:_L,_ayL｣eEislati叩 a71dliberty.vol.2._

TheFlira旦旦__旦h ocialjustice._Londt)I).1976,Chap.10,p.10718.

22) Hayek.CDSbOSandtaxis.iコ:虹 JeEislationa71dlib_er加.vO1.1._Rules_

_anALlrie.r,London.1973,Chap,2.

23) 問題を r資本制｣の局面で押さえないで ｢市場制溌｣で押さえたところに､ボラ

-このひとつの特赦かある.こうしたとらえ方は､ ｢疎外｣を ｢資本制｣とではな

くr商品生産｣一敗と関係づけて論じたパ-Jベンハイムにもその例があり､珍しい

ものではないかーともかく.ホラーニあるいは広 く桂済人親筆において r資本制｣

と■r市場制度｣の関係かどうであるかは､留意されていい問題であるように思える.

2日 ボラ一二とハイエクが対立するもうひとつの舞台は､じつは.すでに1920年代の

いわゆる r社台主盤蛙済計井｣論争に見られた.本絹でしっらえた弗台と20年代の

それとをっな(･論理を探ることは.それなりに興味ある問題だが.いまの私には､

その堆鯖はない.これに開通する文献は､次のものである.KarlPolaWi,Sozial

istischeRechnunESleguJlE,Archiyfg_LSozialyis_!印S_C_hafLundSOZijLpoliiiL

49(2),1921;DerfuTtkti8nelleTheoriBderCesellschaftunddasP一ot)leznder

st)zialistischerlRechTIunlSlt!‡uDE._AEChivfurSozial_NiBSenSChafluniS_QLi+止

RElitiL 52(1).1924.および.F.A.Hayek(edited,Withani71trDductionand

acDnCludin【essay),C吐上野tiLis=LeconoEDicplnninL 1935.
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第 3 牽 認 昏駄 関 JL､カ iら の ア プ ロ - チ

(1) は じ め に

これに先立っ2つの茸において､私は､ ｢控訴とは何かJという問題につい

て､そのテーマをめく･る4人の経済学者の見解を対比しながら考察をすすめて

きた｡彼らのうちある者はー経済学の定丑を下すという形で直接的に､他の者

は､経済学の対象を規定するという形で耶 黄的に､ではあったか､いずれも.

この間増をまともにとりあげて論じた人たちである.

第1茸{･とりあげたマーシャルとロピンズは､その方法､結論ともに大きく

異なっていながらも､英は､間姐を考群する基本的な蛮雪削こおいてくま､むしろ､

意外に共通のものがあった｡ く経済)を ｢個人的ならびに社会的な行為のうちー

福祉の物質的要件の摂待とその使用にきわめて密軌 こ開通している部分JlIと

規定するマーシャルの姿勢が､きわめて桂故主丑的なものであったことは､そ

の定義自体からも､またこの定義を冒頭においている 『経済準原理』をすこし

読むだけでも､容易に理解できる｡これにたいして､ r経済学は､諸目的と､

代廿的用途をもっ希少な諸手段とのあいだの関係としての人間行動を研究する

科学である.｣2)とする走去を対置したロピンズの方は､一見ーきわめて論理

主茸的な立場に見えるけれども､じっさいは､やはり経験主我の立場をほとん

ど出るものではなかった3㌧ おそらく両者ともに､みずからの思い浮べること

の出来るかぎりでの妊済現製を念頭におきながら､一方はそれの典型的なもの

について､その木質的な属性をできるだけ一般化した形で叙述しようとしたも

のと見うるのにたいし､他方は､すべての経済行劫に共通する核心的な構造を

取り出して示そうとしたものと見ることができるのである｡おそらく､マーシ

ャルにとっての ｢本質的な属性｣､ロピンズにとっての ｢核心的な構造｣は､

一方か ｢実体的｣､他方が ｢形式的｣と特徴づけられ4日まするものの､彼ら自

身にとっては､いずれも自己の経験の中にあるあまたの個別経済現象の一般化

をはかったという以上のものではあるまい｡
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両者のちかいは､ロピンズ自身の適切な表現を借りれば､マーシャルの玉藻

か ｢分類的｣であるのにたいし､ロピンズのそれは r分析的Jであった5)､と

いうところにある｡しかしtいずれも､軽政を基盤としていることに変りはな

く､したがって､前者が経験の r舟頬｣であったとすれば､後者もまた経験の

｢分析｣を出るも'のではなかった｡比倫的に､マーシャルは痕小公倍数的に経

済の走垂を与えようとしたものだと言うならば､ロピンズは最大公約数という

形でそれを求めようとしたと言うことか出来よう｡しかし､すでに見たように

マーシャルのそれは､公倍数としては小さきに失して､定義から洩れるものが

出てきた｡他方のロピンズの公約数も小さすぎて､そのため.こちらの方は､

定義としては広 くなりすぎるという結果を生み出した.

いずれにせよ､マーシャルとロピンズは､ (経済)についての共通な認鼓が

客観的に成立しているはずだ､という理解の上に立って､それぞれの定義を定

めようとした｡彼らにとっての問題は､個別的な存在として謹故できる諸経済

現象のすべてを､吉葉の鯛によって､いかにして洩れなく.しかも余分なもの

は含まないようにとらえるか6)ということであり､またそれにとどまるもので

あった｡

軒2茸でとりあげたハイエクとポラーこのばあいは､こうした観点からする

と､やはり､かなり異常な要票をっけ加えている｡マーシャルとロピンズが桂

析学の封殺を規定するという形で即蓑に (経析)の定港を与えようとしたのに

たいし､ハイエクとボラ-ニは､さらに椅み込んで､直接に く経済)を定義す

ることを試みた｡そして､彼らにはそうするだけの理由かあった｡彼らはとも

に､一般に く経済)と呼ばれているものとその名辞との対応関係について批判

的な立場をとっていた｡したがって､一般に (経済)と呼ばれているものを撞

額のレベルで碓是した上で､それに共通な規定を与えるというマーシャルとロ

ピンズの方法を､彼らはとることか出来なかったのである｡彼らは (珪肺)と

一般に呼ばれているもののうちに2つの異なった性質を認めた｡もっと正確に

言えば､ひとがあるものを (経済)現兎であると言うの比､それか持っている

これら2つの性質のうちのどちらかに着目しているからだということになる｡
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しかも､一般には､この2つの性贋か十分に区別されて認識されてはいない､

と貰うのである｡第1の性質は､希少性 ･交換 ･市敬二関係するもので､ボラ

ーニfiよれば､目的 .手段問係の論理的性質に由来するとらえ方である｡第2

の性質は､生存 ･家計 ･経営に関係するもので～ハイエクによれば､一元的な

位階構造をとる目的体系と結びついた (経済)の理解である｡このうち､ハイ

エクは､交換または市場に関係する部分のみを (経済)の本質的なものと見よ

うとしたのにたいし､ポラーニは､人間の生活の営み (livclihoDd)､しかも

制度化されたそれを､経済史の中英の中に画定しようとしたのである｡変換に

関係する部分も､部分化､相対化されて､全体図式の中に取り入れられること

になる｡

マーシャルとロピンズか経済のできるだけ客観的な定義を深めようとしたの

にたいし､ハイエクとポラーニは､むしろ､はじめから恋路的に､主観的な

(経済)の定丑を与えようとしたのである｡そして､その主観は､いずれも近

代社台の基本的な原理 ･性格にたいする両者のきびしい､しかし正反対の態度

決定と深く結びついていたことは､すでに前稲でみたところである｡すなわち､

ハイエクか市場制度を自由な人間社台の実現にとって不可欠なものとして坤講

しようとする意図を持っていたのにたいして､ボラ-こは ｢人rmから人間らし

さを奪いとる｣市域社全日に代る原理を模索するための枠組みを求めようとし

たのであった｡

眼前の近代社会を自明の前提として受けとっていたマーシャルとロピンズの

ばあいは安んじて経験によりかかっていることか出来たか､20年代の中部ヨ

ーロッパにおいて資本主垂と社会主義の鋭い対立を体験したハイエクとボラ一

二にとっては､ (経済)の走 rrEの閲見削ま､たんなる学問上の問盟を越え出てお

り.さらに言えば､彼ら自身の トータルな立場の選択と決して無関係ではあり

得なかったのである｡こうして見ると､マーシャルとロピンズのばあい､たと

えマーシャルのなかに生活者の感覚が垣間見えるとしてもt基本的には学者が

学問のレベルで (経済)を考えたという以上のものではあり得ないのにたいし

て､ハイエクとボラ-このばあいは､ (経済)をどうとらえるかということか
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背後の思想 - むしろ実践者のそれに近い - とヨt)深 く結びついているのを

見ることかできる｡

こうして､一個の統一性として (経済)を見ようとするとき､見る人の立場

によってそれぞれ異なった く娃済)が見えてくるものであることが分った｡

それでは､われわれが､何か客観的な解答かあり得るかのように､ ｢経済と

は何か｣と問いかけることは無意味なことだろうか? 私は､そうとは思わな

い.人びとのあいだで (経済)についての理解がさまざまに異なる､と言って

も､その違いは､けっして "水と鉄"ほどの違いではない｡そんなに大きな違

いであれば､誰しもはじめから別なものとして扱い､それで何の不都合も生じ

ないはずである. く経済)の概念においてそれが問題になるのは､やはり共通

に扱い得る部分または側面､ないしは場が大きな割合で存在しているからであ

る｡この概念の理解におけるさまざまな差異を指摘するにしても､その指摘は

やはりその共通な部分との関連ではじめて藩味をもってくるはすのものであろ

う｡

このため､以下の論述では､ く経済)の概念を学問的認識の固着した成果と

してではなく､それか生成されてくる認識の過程に遡って､軌的な姿のままで

考察していくことにしたい.そのことによって､諸理解に共通する核心的な部

分､ならびにそれを中心とした各理解の位置かはっきりしてくるはずである｡

ただし､本鞘では､後半め課題は示唆するだけにとどめている｡

2)認砧の過程 (1) 一 対森の選択

a.はじめに いっぽんに､認砧作用は､諾徒する主体と認鼓される対良

(客体)との間に成り立っ.その結果として主体の内に対象についての (認証)

性が形成される｡だが､もちろん.この像はたんに対叙 (客体)をそのまま写

し取っただけのものではない｡その上､われわれは､われわれを取り巻き､わ

れわれの感覚畢官で直接 ･間接にとらえることのできる森擢万象のあらゆるも

のを法敵の対親とするのでもない｡じっさいに､われわれか作り上げる諾活性

は､そうしたもののごく一部についてだけである｡ともかく､記維作用におい
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て､諾砧主体と認絶対森との関係は､ちょっと考えるほど単純なものではなく､

むしろ弁証法的と呼ぶべき複雑な構造をもっている｡

いったい､無限に多様な実在の中から､どのようにして特定の対象 (客体)

についての認織像が作られていくのであろうか｡もちろん､この間痕は哲学 ･

心理学の分野にもわたり､大きく､しかも裡雑な問題である.それに､本鞘で

は､認経論そのものを問題にしているわけではないので､上の問題を正面から

取り上げることはしないで､諾枯清朝の態様の考察にとどめるつもりである｡

しかも､それすらも､やや大げさな言い方を許してもらうならば､木桶の主旗

である "どのようにして人類は (経済)を諾強するようになったが'を考察す

るのに必要なかぎりで行なうにとどめたいと考えている8)｡

琵砧する主観の前に横たわっているのはまずカオスとしての現実である､と

いう言い方は､おそらく正確な言い方ではなかろうか.認織と対象 (客体)と

の関係を考察する出発点としては､とりあえずこの言い方を諾めてもよかろう.

ただし､そのことを認めたとしでも､それは.現実それ自体がカオスであるこ

とを意味するものではない｡現実は認維する主観からは独立のものであって､

それ自体のうちに固有の秩序をふくんでいる｡感性的な次元でとらえただけで

も､同一空間を同時に2つの物体が占めることはなく､水は稀きから低きに法

れ､畳夜はほぼ等間隔に反復し､随のあたる場所は暖かく一審になれば草木か

芽を吹き花か咲く､生命は育まれ成長するものの､やがて老化 ･死滅の辻をた

どる｡だが､少なくともそのようにして事物に国有の秩序か見えて くる0)まで

は､主観にとっては環英はただカオスとしてしか映らない｡しかし､現実がカ

オスとしてあるのは､記織の主観が作用を開始するまでのほんの一割 (いっと

き)のことであろう.認弘の活軌は,いかに初歩的なものでも､現実を､何ら

かの意味で､かつ何らかの程度において､整序し､秩序を与える活動にはかな

らないからである｡

b. 対象の選択と情報量の拍減 諾杜活動は､大きく2つの部分から成

り立っている.じっさいに対束を認弛する過程とそれを準備する過程とである.

まず､本節では､前者の過程を見ることにLよう｡
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われわれか目前の現実を認証し始めるとき､われわれはその現実の全体をそ

の巨細にわたって一挙に認識しようとはしない｡それは､しようとして出来る

ことでもない｡この中英に目的論的解釈をほどこせば､情報理論的に言って､

目前の現実のふくむ全情報を､われわれが本来もっている感覚系､中枢神経系

によっては､とても短時間のうちに処理することは出来ないからだ､というこ

とになろう｡そこで､われわれのもっ情報処理能力の範囲内で､有益な情報だ

けを質的にも丑的にも最大限に軒 等するために､特定の情報の選択が行われな

ければならないことになる｡

大学の教師が新学年の諦丑を始めるため､教哩に立ったときのことを考えて

みよう｡彼は､まず､教室につめかけている学生たちを見注す｡すべての学生

が一度に彼の視野のうちに入っているはずである｡しかし､ひとわたり全体を

眺め回したあとでも､彼は,その全点について､性別､顔つき､髪型､雁装､

態度などをっかんでいるわけではない｡もし､5分くらいで彼かその教室を引

き揚げたなら.彼がその教室にいた学生たちについて再現することかできるこ

とは､その中に女子学生がいたかいなかったか､留学生かいたかいなかったか､

髭を生やした学生かいたかいなかったか､相装についてその季節に学生たちか

着るものから飛び離れたものはなかったか､全体としての目つきかどうだった

か､騒々しかったかどうか､という程度のものでしかなかろう.もちろんそれ

以外にも､これはどうだったか､あれはどうだったかと問われれば､答えるこ

とのできる申柄かあるかもしれない｡しかし､上に挙げた事柄についてさえも､

どこまで確実に言えているかについてはかなり心もとないはずである｡かれが

敢塩から教室全体を見津したとき､すくなくともその角度から見ることのでき

るすべての学生が彼の網膜に映ったはずであるのに､それをそのまま意蕗の上

に再現できないということは､網膜に博史が映ったということと､認杜すると

いうこととはやはり次元の異なることだと考え削 ナればならないことを示して

いる.これを ｢感覚と認純の速い｣という言い方によって表現するならば､感

覚と認織とでは､対束についての情報丑か異なり､諾敵のもっ情報丑は感覚の

もっそれよりも少ない川)_と言ってもよかろう.ここでは､感覚によって受
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けとられた僧和が､認砧像となるまでに一倍手相!選択され､佃報丑の柿減が行

われているIl)｡

情報丑の締減はー対象としている学生についてだけ行なわれるのではない｡

教師が教程に立って前方を見るとき～その視野に入って来るものは､なにも学

生たちだけではない｡机か見えるだろうし､後の黒板､そこに沓かれている文

字や図形､半開きになった窓やうす汚れた壁､机のあいだの通路に取乱したビ

ラ耕､差込んでいる隈の光などそうしたさまざまな中森が学生たちのほかにも

彼の視野の中に入っているはずである.それにもかかわらず､教師は叔母に立

ったとき､これから自分の諦軽を聴こうとする学生たちを確かめるかのごとく

に､もはら彼らだけを眺めていくにちかいない｡つまり､見る対各は主体によ

ってあらかじめ遊び取られている.

要するに､何を見るかを､主体は悪意的に決定しているのである｡しかし､

そのように考えていけば､教師が教室に行き教程に立って前方を見るという行

為は､許轟を聴こうと姓まってきている学生たちをはじめから諾蕗対束として

遇んでいたからにはかならないことになる.彼はたまたまその部屋に行き､た

またま教程に立ったのではない｡その教室に行けば､自分の純鐘を聴こうとし

ている学生か席について彼を待っていることになっていることを知っているか

ら､彼はその教室に行ったのである｡はじめからその学生たちを諾陣するため

!こそこに行ったのである｡そうして見ると･目の前の情熱 ま､けっして ｢混沌

とした表象｣ではなくーすでに､時間､場所についても特定され､物井的､生

物的､社会的にも一一五の規定性を受けとったものとして存在する事物をふく

んでいることになる｡

上に述べた認織の過程を時間的な経過に泊って並べ替えるならばー第1は､

あらかじめ定められた対象をふくむ空間 (冊丑)を視野の中に入れる過程であ

り､欝2は､その空r田 (仲条)の中から､認砧すべき対象を選び出す過程であ

り､第3は､諾鼓対束についてできるだけ意味のある情報12)を獲得して処理

をする過程である.

C . 視野の設定 っぎに､上の例から触れて.それぞれの過程ごとに､一
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姫的な補足鋭明をしておこう｡

第 1の過程について｡人間の諾蕗活軌は､きわめて能動的に行なわれるばあ

いから､まったく受触的に行なわれるばあいまでさまざまである｡

1986年にわか太陽系を訪れたハレー撃星を見るために､日本からはるばるオ

ーストラリアやジャワ島に飛んだ人たちかいた｡それより､もっと日常的に､

世界中のたくさんの人か､外国の都市や自然 ･風俗などを見るために旅行して

いる131｡人類学者は､未開の種族の部落に入りこんで､その生活を観察する｡

生物学者は､生物の新しい唖を求めtあるいは生態を観察すべく､森林へ入り

こみ､海中へ潜る｡人間の感覚器官は､障害物なしに届く速い星からの光を見

るとき以外はーあまり離れたところにあるものを知覚することはできない.し

たがって､上の例のようにー認敢対森をまず故初に定めたばあいは､感覚器官

が直接に鋤いてそれらの対象をとらえることができる場所まで､わざわざ出か

けていって､DANE,識括if)を行なうことになる｡これらは､きわめて能勤的な認碓

活jJ)の例である｡

もっとも､その場所に行っただけ{･すぐに目指す対象が認弘できるわけでは

ない｡人間が外界をとらえる感覚には､日で形や色を見る視覚や､耳で音を附

く聴覚のほかにも.喚覚､味覚､皮膚覚などがあるが､そのうちもっとも有力

な迫具は､視覚であろう｡視覚は他の感覚にくらペてとくに能勤的なものであ

ち.ところが､その視覚でも.その周囲の世界を一度に視野に入れることは出

来ない｡おそらく一度に視野にはいってくる外界の借款は全体の3分の1以下

であろう1り .しかも視野の周赫部にある外界をはっきりと見定めることは国

難である｡このためt外界の串物を諾杜するためには､諾馳対束をその中にふ

くむように視野の空間的位達 (方向)を設定しなければならないことになる｡

つまり､外部空間のどの方向に目を向けるか､ということを決定しなければな

らないのである｡ハレー埜星を見るためならば､あらかじめ新井によって知ら

れているその方角に望遠鏡を向ける必要があるし､ゴシック煙葉の大聖堂を見

ようとすれば､そちらを向いて､これを見上げたりするだろう.目指す生物が

どの場所にいるかか正確に知られていないばあいは､あちこちと視野の空間的
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位置 (方向)を変えて見なければならない｡

もちろん､人間は､日常的に､つねにこれほど能動的に認蕗活動を行なって

いるわけではない｡日をあけてぼんやりと前を見ているはあいも､ないわけで

はない｡そのばあいは､少なくとも事前的には認誠対象が決定されていないの

である｡それでも､その視野の中にあるものか急に彼の注意を引き始めること

もよくある｡また､昔のした方を振り向くということも､日常的によくあるこ

とである｡後のばあいは､まず聴覚によって､何かが存在することか受勘的に

とらえられ､つぎに視覚によって､それか何であるかを能射的に確かめようと

するのである｡ここでは､視覚と聴覚の性格と役割のちかい､さらには両者が

補完的な形で有効な知覚システムを形成していることが見られる15)｡

d.対象の選択 第2の過程｡第1の過程で対象をその中にふ くむように

視野を設定しても､その視野の中には､あらかじめ認誠対象とはされていない

ものもふくまれている｡教師が教場に立ったとき､彼の視野のうちには､机が､

壁か､天井か､窓が､床に散らかった紙原 か､隈の光か､そうしたさまざまの

事象か学生たちのほかにふくまれている｡しかし､視野のうちにふくまれてい

るものすべてか視覚によって同じようにとらえられるわけではない｡いちばん

はっきり見えるのは､焦点が合った対象で､それから遠ざかるにつれてぼやけ

てくるはずである｡だから､教師は学生たちを視野の中央におき､さらには1

人ひとりの学生たちを順次に眺めていくことになる.これを写其規に例えれば～

焦点を被写体である学生に合わせ､光の方向､明るさなどによって.絞り､露

出時ru7を調整する仕方と同じである｡さらに厳密に言えば､つぎつぎに焦点を

移していく連続姐影に例えるべきであろうが｡

また､人脚は､その感覚器官によっては直接にとらえることのできない物的

な対象を諾鼓しようとして､さまざまな装置を開発してきている.これらはい

ずれも､認経の対束か何らかの意味で特定されているものである｡望遠鏡や胡

散鍬 まそうした装定のもっとも古典的なものであるか､最近では､さらにさま

ざまな方法 .装置が開発され､いっそう多くの事物のいっそう多様な状態を見

ることができるようになっている.
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医学においては､X線写其のほか､放射性同位元菜､超音波､槙地気共鳴な

どを利用した各種のあたらしい診断装置かつぎっぎに閉托され､それによって

身体内部の病変部か精密にとらえられるようになってきている.天文学におい

ではー近年､可視光では見ることのできない低塩の天体を見るために赤外繰望

遠鏡が､瞳低温の暗黒星雲や星間物栄を見るに屯汝望遠鏡が製作 ･建造され､

反対に.超商温の天体を観測するためには､その晃するX線をとらえる方法が

利用されている.つまり､観測しようとする天体の温度特性に応じて､もっと

も適当な観測方法を用いることになる｡ここでも､1つの視野のなかに含まれ

ているさまざまな星のなかから､特定の認践対束だけか選び取られているので

ある｡人工賄星ランドサットからリモートセンシングによって地球裏面を見る

ばあいも､ランドサットは､その視野の中にある､つまりそれがソートした範

囲内にあるすべての物件についてのすべての情報をキャッチするわけではない｡

それは､ ｢地上のいろいろな物件は､異なった波長あるいは波長現地の光を異

なった削合で反射する｡ ｣ 16)という反射スペクトル特性を利用して､地上の

物体からの反射光をスペクトルに分解したうえで､各物体を級別する｡この方

法によって､水温の分布や､農作物の出来ぐあいなど､特定の認践対象にしぼ

って認識することが出来る.

このように､われわれのiXIE,弛活動はきわめで能動的に､あらゆる多様な事物

か混在する実在の中から､特定の認蕗対束の特定の属性のみを選び出すのだが､

少なくとも直接的な感覚容官によるかぎり､琵誠村製の決定が､まったく同定

的なものではなく､フレキシブルでありうることは､認めなければならない｡

教師か学生たちを見ているときに､開けてあった窓から坤が飛び込んで来たり､

天井を迫っているムカデを見つければ､しばらくはそれに注意が向けられtこ

れを主とした諾敢対象とすることになるかも知れない.それにまた､対象とな

った申物以外はまったく認蕗しないというわけではなく､感覚､知覚､認蕗の

それぞれの段階で､意図された対象の認経に向けて情報が整理されるにしても､

必要に応 じて､各段階で記催された情報が整理し直されて別の対象か諾推され

ることも､あり得よう.
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3)語確の過程 (2) - 予期悌

a.対象語敵の先行者 - (関心) 前節では､認弛活軌というものは､

譜鼓主戦が白紙の状態から出発して目の前の (感覚器官の守備範囲に入ってい

ち)実在を整序するというものではなく､むしろ､実在のなかから特定の事物

を選びとって認経の対象とするものであることを見た｡

そこで.つぎの間男副ま､そもそも､こうした認識括軌そのものを軌牧づけて

いるものは何か､ということになる｡もっとも､認鼓活励一般の勤規というこ

とは具体的には考えにくいので､この問いは､けっきょく､認識主観がその特

定の対象を認識しようとする動機は何か､ということに帰着する.つまり､教

師かわざわざ教室に行って､さまざまな串物の中からとくに学生たちを遇んで

これを見るのは､なぜであろうか｡天文学者が巨崇を投じて (もっとも一葉用

を負担するのは､天文学者自身ではないか)電波望遠鏡を建設し､瞳低温の天

体や手首間物柴を観測しようとするのはなぜであろうか｡アメリカ合衆国農務

省がランドサット特星で穀物の成育状況を調査しようとするの比なぜであろう

か.答えは簡単である｡それこそいずれのばあいもー彼らかその認枯対束にた

いして､それぞれに特定の関心を抱いているからである.教師は､その職務か

ら､これから1年閉講丑をする相手たる学生に関心を持たざるを得ない｡天文

学者は､知的好奇心からでなければ職菜的立場から､宇宙生成の謎を解き明か

すために､これら極低温の物質に関心がある｡合衆国農務省は穀物の収穫予想

を立てるためにその成育状況に関心がある.

しかし､この答えは､さらに1連の新しい問いを呼び起こすことになる｡す

なわち､認杜対象にたいする囲心が琵維活動を背 くとすれば､このことは､主

鞍のなかで､記弛活動に先立って､認施しようとする事物についての関心か成

立していることを､したがってまた､認蒔対象についての何らかの迂路か事前

に形成されていることを､意味しているはずだが､いかにして､そのようなこ

とか可能であるのか｡また､対範にたいする認織に先立ってその対魚にたいす

る関心が成立していなければならないとすると､これまで未経験のまったく新

しい中森を認識することは､あり得ないことにはなら削 ､のか.それとも､琵
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敵における先験的なものの撒きを認めるべきなのだろうか｡こうした問いかつ

ぎっぎに出てくる｡

これらの問いに答えるためには､関心と認識活動の具体的なあり様を考舞し

ていかねばならない.

b.対象語砧と予期像 認礁主観のうちに､実在のなかの特定の対象に向

かう肺心か生じるとき､感覚貴官を用いてのじっさいの認括活軌が始まるまで

は､当然のことながら､

その実在の対象についての認識像は､まだ成立していない｡しかし､認粍主観

のなかで対象についてのいかなる性も成立していなければ､そもそも実在のな

かからその対束を選び出してくることそのことが不可緒である｡

つまり､ ｢お尋ね者｣を探すには r人相寄｣か要る｡ ｢人相昔Jを昔いた人

はその探索対束となっている人物をじっさいに見たことがあるのかも知れない｡

そのばあいは､その ｢人相諜｣はその人自身の直接の認識の成果として出来あ

がったものである｡だが､それ以外の人にとっては､この ｢人相寄｣は､たん

に対軌についての外部から与えられたイメージ (パターン)にすぎない｡とは

いえ､対束についてのこのイメージは､同時に実在の対象はこのイメージに一

致するであろうという予期 (期待)をもその鼻側にくっっけているイメージで

ある｡このようにそれに対応する実在のあることの予期をともなったイメージ

を､ ｢予期像｣と呼ぶことにしよう｡かくて､ ｢お尋ね者｣を探し当てて耳金

を手に入れようとする者は､彼の目に触れるかぎりの森羅万魚のなかから､ま

ず人間だけを選び出し､それに記憶のなかの人物､話でPtlいた人物をふ くめて､

その1人ひとりにこの予期腺を当てはめていくことだろう.この予期像に合致

する特定の対象を同定する仕事は､この予期性の詳しさの程度によって容易に

も困難にもなる｡しかし､同定だけが問題であれば､予期像も一定限度以上の

許しさは不必要である｡

教師のばあい､彼は､時間割上で指定された時間に指定された教室にいけば､

彼の講確をFtIこうとしている学生がいるという予期をもっている｡と同時に､

彼は学生たち自身についての予期像ももっている (年齢 ･性別 ･服装 ･身長 ･
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国籍 ･酢つき･態度など､について)｡この予期像のおかずで､彼は教室に入

るやいなや､目の前のあらゆる事象を視線でソートしなから､その中からすば

やく新物を､人間を､若者を選び出すことができる｡そして､学生たちについ

て彼がもっている予期像と現実との対比がすばやく行なわれる｡だから､彼が

教室に入ったとき､もレJ､さな子供たちしかいなかったら､何かの間違いでは

ないかといぶかるだろうし､反対に､年輩の細入や老人たちだけかいるのを見

たら､市民講座の会場に間違って入ってしまったのではないかと思うだろう｡

同じ理由から､戦前の教師がいま敢租に立てば､いまの学生たちが思い思いの

服装をしていることに驚き､あるいは怒りをさえ覚えるかも知れない｡逆にい

まの教師は､教室に黒い詰襟雁姿の学生たちが座っているのを見れば異様に感

じ､薄気味悪いとさえ思うことだろう.教師は､自分自身の経験にもとづいて

その予期像を作りあげているからである｡

ただ､このとき､教師は学生しか認識しなかったと考えるべきではなかろう.

彼は､同時にその教室の広さ､天井の高さ､机や椅子の形 .色 ･定置､窓､室

温､騒がしさ､汚れぐあいなど､あるいは窓外の風長など､彼を中心としたそ

の空間の全体的状況についての予期使をもあらかじめ用意しているはずである｡

だから､机や硝子が取り払われていたり､あるいは反対に全部新翻されたりし

ておれば､彼はまずその事実にびっくりするはずである｡つまり､彼は､一応､

全体の状況についての予期像も､これを用意しているのか普通である｡しかし､

彼の関心の主たる対象は学生であるから､認砧活勤をそれに集中しようとする

のだけれども､その他の状況か予期性と異なれば､その異なる程度に応じて､

彼の関心はそちらにも向けられることになる｡

天文学のはあいも､物体から放射される奄磯波の波長と強さとがその物体の

温度と一定の関係にあるという知砧を利用して､異なった概測用具を使い分け

ながら､さまざまな天体を観測するわけで､ここで､予期性は竜磁汝 17)の波

長 ･強さと物体の温度との関係をまとめた知鼓から引き出されている｡電波望

連続のばあいの予期像は抵低塩の物質であり､観察者は､自分の知敵にもとづ

いてこれにその場所 ･距触 ･大きさなどについての予期を付け加えることで溝
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ろう｡

ランドサットは､空から地上をくまなくソートして､地表面の物体すべてに

ついてその反射光をとらえ､これをスペクトル分解する｡しかし､反射光の情

報だけからは､その物体が何ものであるかさえをも決定することはできない｡

そこでーあらかじめ､どういう硬規の穀物は成育度がどれくらいの時にはどう

いう波長の光をどれだけの削合で反射するかについて調べておく｡そうすれば､

スペクトル分解された光のうちその波長と反射率とかそれに該当する物体を地

図の上に同定し､面鏡を測定すれば､その時点での穀物の成育状況をつかむこ

とができる｡他面､ここでは､予期像か､穀物の種類 ･成育状態と反射光の波

長 ･反射率との関係のなかでだけ与えられているため､どの地点で､どの波長

の光かいくらの反射牢で反射されているかか分っても､他の方法によって得ら

れる知瓶を除外すれば､それかいかなる物体からの反射光であるかについては､

何の認証もできないのである｡

C.紬森化 (仲報処理の節約の第1形態) 実在のなかから特定の対象を

とりだして語抵するさいにはーじっさいの認識活動に先立って､これから認誠

しようとする対穀についての予期腹か形成されることを見た｡つぎの間盟は､

この予期像とじっさいに対束をiaxIE.弛したさいにできる像 (認沌像)との関係で

ある.もし予期放かなければ､対象を現実から切り取って諾穂することはでき

ないとしても､予期像がつねに諾蕗像とおなじ程度の情報丑をもっているとい

うことであるならば､鑑識活動は､予期像と一致する認敵性を与えるような封

殺が当該実在のなかに存在するか否かを調べるだけで､それ以上に当該対束に

ついての認識を深めることには役立たないことになる｡

しっさいには､そういうことはない｡ ｢人相昔｣は実在の人物のごくかざら

れた特故をおおまかに表現しているだけであろう｡電波望遠銃のはあいも､予

期像は屯放浪の波長の分布と物体の温度との関係だけであり_どの方角にどん

な大きさで､どれだけの距離のところにその物体があり､そこから出る屯放浪

の強さはどのように変化するか､ということなどについての情報をふくんでは

いない｡人工特星ランドサットのばあいも､予期促のなかには､地表のどの地
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点に穀物が栽培されており､その成育度がどの程度であるかという情報はまっ

たくふくまれていない｡

いずれにせよtここで一般的に言えることは､予期像のもつ情報量は実在の

対製が与え得るそれよりもずっと少ないLtそれで十分だということである｡

琵維主体にとっての最初の問題は､実在の特定の対象を周囲から区別してこれ

を取り出し､同定することにあるのだから､その同定を可緒にするだけの情報

の柴と丑とがあればいいわけである｡したがって､当然､予軸性は集塵の紺色

についでの盟施性よりも抽象的であり､この認誠像にたいしてはそれのパター

ン像としての関係にある｡

そうは言っても､このことは､何も､予期性かつねに実在の対象を同定する

のに必要最小限の情報しかふくんでいない､ということを意味するものではな

い｡認識主体にとって実在の対束かまったく兼桂晩の類に属するということは､

乳幼児のばあいとか､はなはだしく異柴な文化に接触するばあいとかを除けば､

ほとんどないのだからー通常､認碓主体は､琵弛すべき実在の対象か屈してい

る類について､みずからの直接聞接の経験にもとづくイメージを用意している｡

たとえば､学生についてのイメージにしても､昔の学生と今の学生､外国の学

生と日本の学生､4回生と1回生あるいは新入生､また1人ひとりの学生､な

どなど､さまざまな学生性が､いわば一般的なイメージから個別的なイメージ

にいたるまでの立体的なファイル群として､教師の記憶のなかに納められてい

る｡彼が新学年の教室に向かうとき､掛 ま､自身のこのファイルの引出しから､

その特定の状況にもっとも適合すると思われるイメージを予期陳として持って

行 くわけである｡ r人相昔｣のばあいにしても､堺の特故のほかに､人間であ

ること､男女の別一大まかな年齢､それに r悪い奴｣である (少なくとも､お

上の立場からは)ということも知られているわけだから､その予期像は､過去

の経験から得られたそれぞれの類に尿するものの一般的な特徴の上に形成され

ているはずである.もっとも､ ｢人m]であること｣などは､いちいち藷醸され

ることはなかろうが1日 ｡

ともかく､諾稚活動における予期像は､認敵性にくらペるとかなり細魚的で
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はあるが､それでも､時 ･場所 ･状況などに応じて特殊化され､具体化された

ものとなっていることは､確かである.ただし､そうした具体化かどこまで可

能であるかは､認弛主体の過去の経験の豊富さと､その軽敏を整理する能力と

に依存することからである｡そして忘れてならないことはー予期像としてどの

イメージか選ばれるかは､認識関心かどの実在の対象の把握に向かうかによっ

て - 間接的ではあるか - 決定される､ということである｡

｢抽象化Jの問題は､予期性についてばかりでなく､実在の対親についての

認鼓像を作るはあいにも見られる｡現実の中から特定の串良だけを取り出して

記誠の対象とすることはー情報理論的にいえば､処理すべき情報量を節約する

ことを意味する｡さらに､こうして取り出された事物の特定の部分または属性

だけを諾施しようとすることは､これまた処理すべき情報丑をいっそう節約す

ることであるか､この過程は､通常､ ｢抽象化｣と呼ばれているものと同じで

ある｡抽象化は､もともと認識しようとする意欲の表われである｡きわめて多

丑の情報をふ くんでいる実在の串範を､限られた時間内にとにもかくにも主観

のなかにとりこんでしまおうとするかぎり､主体にとって意味のない情報を切

り捨てることは､必然のこととなる｡実在の対製の語池を軸親化するとき､そ

の抽象化の方向については､つまり､どの情報を捨て､どの情報を規すかにつ

いては､通常､いくつもの可能性が存在している｡

それでは､実在の対象についての認杜性を作るさいのこの抽象化作用を､つ

まり抽象化を行うことと抽象化の方向とを支配する原理は何であろうか｡それ

こそ､盟托車体の抱く関心にはかならない｡これかあるからこそ､認羅主体はー

具体的な対束そのものか持つ膨大な丑の情報のなかから､意識的､または無意

鼓的に､特定の情報だけを選び出すことかできるのである｡関心が単純なばあ

いは､特定の対象を認韓するのにわずかな情報丑で十分であろう｡言い換えれ

ば､そのばあいの認維像は高度に抽象化されているはずである｡したかって､

未開^の洞窟絵画､土番などに示されている人物や動物などが､すこぶるIJ7

ルでありながら､しかもきわめて単純に､かつきわめて抽象化された婆をとっ

ていることは､彼らの相集能力の高さではなく､むしろ､彼らのもっている関
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心の単純さのせいであると考えるべきT･あろう18)｡

いずれにせよ､軽廟によって.つまり､具体的な認銀行鵜を通じて獲得され

た対象についての像は､認醸主体の記憶のフアイ)I,に追加される｡追加される

この譜油性は認碓主体の関心にしたがって遇ばれ､作られたものであるからー

ファイルのストックは､全体として彼の関心に呼応する方向へと豊富化される

とともに､整理されていくことになろう｡と同時に､それ以後の認施括勤のさ

いに用いられる予期性は､そのさいの認識の鳩の特定の状況にいっそう適合的

になるという意味で､いっそう具体的なものが用意され得ることになろう｡こ

うして､経験はその人の認践能力を高めていく｡
d.不変のパラメーター (情報処理の節約の第2形態) 上のb項におい

て､関心か特定の対象にわれわれの認砧活動を向かわせるさい､この対象につ

いての予期像が認礁主観のうちに形成されることを見た｡

しかし､この子胸像は､はたして単にこのように切りとられた対象について

のみ形成されているのだろうか｡串物についての認経は､これを視覚によるも

のだけに限定してみても､形 ･大きさ･色など､通常その事物を同定するのに

叔低限必要な属性についてのほかにt場所 ･移動 ･変化 ･働きなどについても

行なわれる｡あとの方は､いずれも､語維対束と他の事物との位置関係および

相互作用を抜きには諾枯できないものである.したがって､われわれの諾経は､

じっさいは､認蕗対束を周囲のものから切り離して孤立的にとらえているので

はな くで.この対束を周囲の状況のなかに位置づけ､それと一体のものとして

とらえているのである｡諾枯すべき串物が人間 ･社会に関係しておれば､さら

に文化的要素も認鰭に値いする属性として入ってくる｡ところか.文化的要素

となると､それ自体が全体のなかの部分という性格をもっておりー社台の文化

全体との関連のなかでしか理解できないものである.たとえば､学生の服装に

しても､これはまさしく文化的要素なのだから､その社会の服装についての一

般的ないしは特殊的な詰観念との関連ではじめて意味をもってくる｡同じ詰襟

の学生服を普ているはあいでも､戦前であれば､証にも違和感を与えることは

なかったであろうし､そればかりか､着ている本人が誇らしさをもっことを許
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Lもしただろう｡だが､いま､その同じ服装をしている学生を見れば､アナク

ロニズムを感じ､あるいはある特殊な価値の主張の表現をさえ読み取ることに

なるだろう｡このように､文化的要架というものは､社会の文化のなかに位置

づけてはじめて意味か生じてくるものなのである｡

一般に､実在的な講述閲のなかにある部物は､それ自身かもともともってい

る多数の属性のほかに､周囲の他の事物とのあいだに成立するいっそう多くの

諸関係をもっている｡もし､予期性がそれらのすべてをふくむことになると､

それはとてつもなく複雑になってしまい､その予期性をもってする認祐活動も､

たいへんな仕事になるように見える｡以後､周囲の他の事物のことを ｢状況｣

と呼ぶことにすると､そこで､問題は､ほんとうに予期像は諾鼓対象それ自身

とそれの状況についてのイメージをともにその中にふ くむのか､ということで

ある｡この問いにたいして､私は骨走的に答えたいと思う｡しかし､それでは.

いま.上に述べたばかりの国難はどのようにして克服または回避J+eれるのか｡

たしかポールテイング (KennethE.Boulding,1910-)であったと思うか､

これについて鋭得的な示唆を与えてくれている. ｢ある朝担きたときに韮カの

強さが異なっておるならば､Jトさくなっているはあいには､普通にさきたつも

りでも天井まで跳び上がるかもしれないし.大きくなっているばあいは､なか

なか起き上がれない｡J20)と｡この比唖か示していることは､われわれは無

意経のうちに丑力を不変のものとして扱っているということである｡つまり､

われわれは正力について､これまでと同じ強さを無意織のうちに予期している

のである｡この時ー亜カは不変のパラメーターとされている｡

同じようなことは､他のさまざまな環境パラメーターについても言えること

である｡われわれは､いま吸っている空気が1時l耶変にもこれまでどおり出講

を供給してくれるであろうと期待しているから､酸某マスクを用意することを

しない｡朝晩に眺める山脈が､明日もまた同じ場所で同じ婆で見えることを期

待する｡ところが､じっさいにはこうした環境のパラメータ-も急ikに変化す

ることがある｡粒妃でも､火山性の有苛ガスが､突如として広蹄な地域を瑛い

2.000人以上もの死者を出した例 (アフリカ､カメルーンにあるニオス糊､19
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86年)､地霞で山が半分崩れた例 (御岳､

1984年)､などがある｡一般に､火山爆

発 ･地毘 ･崖崩れ ･洪水などで家が壊さ

れたり､流されたりすることかあるのは､

人びとは､これらに関連する環境パラメ

ーターは変化しないものであると見なし

て､それを前班に日常生活を皆んでいる

ことを､示している｡だから､これまで

不変と考えてきたパラメーターのこうし

た急激な変化に遭遇したとき､われわれ

回 ･1 認識 .+_,対象の大部分,状況.対

旬と状況との開床の大部分を.不

変のものとした上で行われる｡

は､ r宅耳に水｣とか､ ｢思いもかけな

かったこと｣という言葉で､その意外性を表現するのである｡

自然環境以外の状況～たとえば.住みなれた街の迫り､建物､交通也問､商

店なども､比較的変らないものである｡しかし､自然環境パラメーターに較ペ

ればずっと変りやすい｡火中でなくても､都市再開発､新築.改築など､

坊のなかでは､たいていどこかで工部か行なわれ､栃の相貌は徐々にではある

が変っていく｡それでも､われわれは､日常的には､それらのパラメーターは

大体変らないものとして行動しているし､また､それで大体間に合う.文化的

状況のばあいにも､まったく同じようなことが言えよう｡そうは言っても､急

激な社会変革の時期など_時として認識の変革か状況の変化に追いつかないば

あいがあることも､よく見られる事実である｡

しかし､ある対象を諾誠するさいに､われわれか不変なものとして扱ってい

るのは､たんにその対象の状況のパラメーター (その全部ではないか)だけで

はない｡じつは､対束そのものについてさえも､われわれは､その属性のかな

りのものを､意識的 ･無意識的に､やはり不変のものと考えているのである｡

節 1､対叙そのものは無数に近い数の部分から成り立っているはずだし､その

各部分かまたきわめて多 くの属性をもっているのだから.そのすべてについて

予期像をこしらえておくこくことは出来ない｡その大部分は不変なものとして
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扱う以外にはない｡こうして､対象認識における予期像は､その対象における

何らかの意味での同一性を､したがって不変なものを想定しないでは作れない

のである (図 ･1参照)｡

以上の考察をまとめると､次のようになろう｡

1)われわれの認経は､認胞の対束2))をとりまく汰況については_認鼓の

都度､それに免立ってあらためて予期性を作ることはしない.むしろ､その予

期像はー以前に形成されていたものでありー状況を不変のものとして扱う滑在

的な予期像に留まることになろう｡

2)封殺そのものについての予期像は､潜在的に､不変と見なされた状況に

ついての予期像のなかに位置づけちれている｡したがってー対象と状況との関

係もまた不変と見なされる.

3)対象そのものについての予期性も､関 心の焦点以外の部分 ･属性につい

ては､やはり潜在的なものに留まるか､その焦点の周辺の部分 ･屈性について

の予期性はより顕在化しやすい､と言えよう.

4)こうして､予期像の大部分は不変のパラメーターから成り立っており､

この不変部舟は､=BXI.,碓主体にとっては､認祐対象以外のもの､つまり ｢その他J

として一括して扱うことの出来るものに対応している｡

5)aWt,識作用における予期性がこのように不変のパラメーターから成り立っ

ていることを補完するものとして､われわれには r変化｣にたいする敏感な感

受性 (感覚)か偏っている､と理解することができる｡

O.原始的な (関心) これまで､予期像の概念を軸に人間の対象語経の

仕方を考察してきた｡そのさい､弘明はもはら視覚的なイメージに頼った｡ま

た､分析は､主に意経的な認銑活動のばあいを例として行なってきた｡だが､

じっさいには､聴覚､味覚､噴覚などの簡蛾でも､予期性が形成されることはー

ちょっと日常の経験を振り返るだけで明らかである｡街を歩いていて､急に大

きなわめき声がする､何だろうと声のする方を見る､その時すでに､その声の

主と状況とについての予期晩か成立している｡夏の夕涼みで､花火に火が点け

られると､子供たちは両手で耳を押さえて､やがて生じるであろう勇壮な頒苑
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音を待っ｡食卓に樺千が出されるのを見ると､その酸っぱさの予期だけでロの

なかに唾液か分泌されてくる｡注射器を見ただけで.子供は身を固くする｡

これらの例はーいずれも視覚的なイメージと結びつく部分があるとしても､

その語織の中心的な内容は､視覚的イメージそのもので与えられることはでき

ない｡したがって予期像は､耳 ･舌 ･皮膚など､目以外の感覚貫首による知覚

によっても形成されるものとしなければならない｡

諾蕗清新に先立って､まず く関心)が認識すべき対束を指定するということ

であれば､その く関心)自身は､その対束の実在をいかにして予期し得るであ

ろうか｡それを過去の経験から得られたファイルのストックだけに求めるとな

ると､人間の認識の把園はごくゆっくりとしか広がっていかないものだという

ことになろう｡なぜなら､ この仕方では､認枯対束はつねに既知のもののなか

からだけ選ばれ､記織はその児の種々なヴ7))エーシElンについてのみ豊かに

なっていくはずだからである｡他方､蛙故的な事実として､人間は r未知のも

のJへの櫨れ､関心が強いということかある.

そこで､つぎにーこれまでの説明に用いたのとは別の仕方で諾蔽関心か呼び

起こされるはあいを考えてみよう｡夜の山辻を歩いていて､急に近くでガサガ

サと物音がしたとする｡この丑山者は､もちろん､その物音に強い反応を示す

だろう｡人か熊か.犬か､他の小軌物かtそれとも､枯れ枝か落ちたのか｡と

っさに身構える彼の頭のなかを､さまざまなばあいの予期が走 り抜けるにちか

いない｡同時に､彼は､その物音の原田を確かめようとするだろう.視覚的な

例を用いれば､山道を歩いているとき､いきなり何かか飛び出して来たばあい

を想定してもいい｡彼はとっさに身捕えて､それか何であるかを的間的に確か

めようと試みるだろう｡

いずれのばあいも､諾故の対象をあらかじめ過去のファイルのなかから選び

出したりはしない｡むしろ､順序は逆である｡予期しなかった昔､急に飛び出

して来た物体､それらを知覚する行為が先にあり､ほとんどそれと同時にその

実在の対範への関心が生じ.つぎにその対巣を同定するために過去のファイル

かめくられるなり､他のさまざまな知経が新見されることになろう｡
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では､多数の事物の混在する実在のなかから､なぜ､われわれはそれだけを

切り取って､関心のスポットを当てるのだろうか｡このことについては､いろ

いろの解釈 ･説明かあり得るだろう.しかしー一般的に観察できる中英は､人

間は変化しないものよりも変化するものに､動かないものよりも動くものに､

より多くの興味を示すということである.人間の知覚作用についても､時間的

であろうと空間的であろうと､それかとくに変化をとらえる方向で形成されて

いることは､よく知られている｡時間的な変化についていえば､光でも､音で

も､臭いでも､味でも､それらか一定のまま持続したり､同じ種規のものが反

復して現われれば､それらにたいする人間の反応は鈍ってくる｡また空間的な

変化についていえば､ ｢マッハ帝｣という名で呼ばれるようになった現象があ

る｡これは､具と白に塗り分けられたものを見るとき､つまり､暗い方から明

るい方への変化､あるいは逆方向の変化を見るとき､その境界に隣接した部分

では一方かいっそう黒く､他方がいっそう白く見えるという現象である｡つま

り､変化をいっそうシャープに強調して､そのため､あたかもそこに境界旗が

あるかのように見えることになる｡子供に絵を昔かせると浪画になるのはその

ことに関係かある､という22).

｢変化｣にたいする こうした敏感な感受性 (感覚)かわれわれに備わって

いることは､諾誠作用における予期像の大部分が不変のパラメーターから成り

立っているという弱点を､補完してくれるものである｡

これに開通して.たいへん興味あるのは､蛙の視覚についてのレトヴイン(L

ettvin)の実験の結果である.それを､渡辺禁が r認敵とパタンJのなかで紹

介している｡それによると､蛙の日と脳をっな(･祝神経細胞には5種類のもの

があって.つぎのように､それぞれ異なった働きをする｡

1.境界感知器 一 光度の異なる2つの僚機の境界に反応する｡その反応の

弛さは､境界のシヤー7'さに対応している｡

2.曲事感知器 - ① 境界か曲がっていて､内側か暗く外側が明るく､②

しかもその境界が如いているものに反応｡③ さらに､視野の外から入っ

て来てとまれば､堆い倍号を長く送る｡小さ(具っぽい如く物体をとらえ
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るのに役立っ.

3.動く境界の感知昇 一 境界か軌くとき､その境界かシャープであるほど

強 く､また動きが速ければ速いほど強く反応する｡

4.暗化感知器 一 四回が蹄くなっでいくことに反応する｡

5.- 不明だがー盛上1ことに反応しているらしい｡

視神経を通して脳に送られてきた信号は､脳の視覚領域で処理されることに

なるが､その処理を司どる神経細胞にも2種のものがあって､第1の種類の神

経細胞は､もはら盛上且に反応するのにたいして､第2の種類のそれは､且=

丑に反応するという｡また､その役割については不明ながら､これらとは別に

顕から日に向かって非常に速い倍号か送られているという23)｡

以上の事実から､渡辺は､ rもっとも注目すべき点は､蛙の生存は､空､池､

蚊､そのほかの小さな昆虫､蛇垂に密積に関連しているので､日から送ら批る

倍号は､これらの特定のものを見るように情報を適訳ならびに振作されたもの

である｡ ｣との説明を与え､さらに､斬物がこのように先験的にもっている区

別立ては､ ｢概念と似た役割をするので､ r擬概念Jまたは F前概念Jといっ

てもよいでしょう. ｣と､述べている2り｡

こうした帝実からただちに認砧の免験性を結論づけるのは､もちろん性急に

すぎる｡しかし､生物体の柵道や故紙は､これを目的論的に理解した方かうま

くつかめることもたしかであって25)､蛙のばあい､環境を非常に単純化して

つかむかわりに､感覚容の方も､その環境に向けて特化しているのかもしれな

い｡人間のはあいは､姫のように環境を単純化してつかんでいるわけではない

ので､認故作用も､ずっと普過的であろう｡しかし､それでも､人間の感覚か

さまざまな種類の丑1ヒにとくに鋭く反応するばかりでなく､人間の認識もまた

変化するものにとくに飽く引きつけられる傾向かあることは､とりわけ注目す

べきことである｡

(4) 琵 徒 の 構 造

a. (関心)そのもの 認経の過程を支配するものは (関心)である｡記

抱は主体か主体の外の状況と関係する仕方のひとつであり､そのさい､主体か

- 74-



状況と関係するかどうか､状況のどの部分と帆係するか､を決定するものが主

体自身の抱く く関心)である｡ く関心)は､無限に多くの市森のなかから特定

の串範を避びだし､さらに各串良のもっ無限に多 くの側面 (属性だけでなく運

動 ･変化をふ くむ)のうち特定の側面のみに主体の認弛活動を振り向ける働き

をする｡

(関心)が主体自身のうちで形成されたものでありながら､主体の外の状況

(世界あるいは環境)の中から特定の部分を選びだす能力をもち得るためには､

(関心)そのものが､状況のなかのその特定の部分の性格 (属性一行斬 バター

ン)に対応して形成されていることが必要である｡ふつうに､ (関心)は､そ

の対象と帯びつけて､食､性､変､権力､名誉､社交､新奇なもの､美しいも

の､知杜､娯楽､遊戯､宗教など､およそ人間行為のすべての分野にわたるそ

れぞれにたいする関心としてつかまれている｡だが､見方を少し変えれば､そ

れらは､いずれも (欲求)の対象と丑なっている｡この意味では､ (関心)杏

鼻側から支えているものとして､欲求を考えることができよう｡しかしー く関

心)の対発は､つねにそうしたポジテイヴな (主体が硯振的に哲持しようとす

ち)ものとは限らない.ポジテイヴなもの以外に､風雨や寒暑を避け､洪水 ･

地異などの自然災害から逃れ､苛虫や猛獣からの危害を防ぎ､病気にかからな

いようにし､あるいは速やかな拍癌を図ること､また他人や掩カから生命 ･身

体 ･生活の平安を守ること､などのネガティヴな形をとるものもある｡こうし

たネガティヴなものへの関心もまた､何らかの欲求から脱明できるとしても､

このばあいの関心と欲求の関係は､ポジテイヴなもののばあいとは､やはり異

なったところかあるはずである｡私は､2つの関心を区別して､一方を r軒 等

関心｣､他方を ｢逃避関心｣と名づけることにする. ｢獲得関心｣が斬 与する

対束 (状態をふくむ)と結びつけて理解されるのにたいして､ ｢逃避関心｣は

r逃避する｣ことによって守るべき車体自身の北朝と結びつけて理解される｡

r獲得関心｣も ｢逃避関心｣も､特定の対束ないし主体の状態と結びつき､

いずれも価値評価を内包しているか､ ｢逃避関心｣は､苦しみあるいは怖れの

感情と結びついていて､どちらかというと原初的な性格の強い関心である.
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r捧持関心 ｣のうちには､名誉 .美への関心など､文化的な性格の浪いものも

ふくまれているか､食 ･性 ･愛などは､原初的な側面を強く残している｡けっ

きょく､ r逃避関心Jのうちでは原初的な関心か主体をなしているか､ ｢獲得

関心Jのなかには､原初的な関心から文化的あるいは社会的に形成された関心

に至る巾広いものがふ くまれでいる｡しかし～いずれも､主体がその肉体的存

在 ･社台的存在を維持しー発展させるのに必要なものである｡

原初的な性格か強い関心ということになると､上述のカテゴリー以外に､動

くものへの関心､変化するものへの関心なども､やはり考慮のなかに入れてお

かなければならない｡これらは､前2着とはちかって､それ自身のうちにはと

くに価値評価的なものをふくんではいない｡しかし､主体の現状の維持ないし

は発展は主体を取り巻 く状況に大きく依存しているのだから､その状況の変化

をできるだけ速やかにとらえることは､主体にとって必須のことである｡

このように見てくると､人間のいだく関心は､本能的 ･原初的なものから､

社会的なもの､文化的な洗練を受けたものまで多様な形で存在しているが.結

局､いずれも､その出発点を く生)のうちにもち､この く生)を維持 ･発展

(充実)させるためにこそあることが理解できる｡

b.譜蕗の柵造 (諾経と関心) (坐)の根拠は､主体の存在である｡主

体が自己の存在を維持しようとするところに く生)はあり､その存在を深めよ

うとするところに (坐)の内的充実かあり､あるいはまた､その存在を時間的

･空間的に拡大しようとするところに､ ｢生殖｣､つまり｢種｣としての (坐)

の拡大がある｡このように､主体が自己の存在を維持 ･深化 ･発展させようと

する行為､それか (生)の営みである26)｡

しかし､ (坐)の営みは､けっして其空のなかでの主体の孤立した行為とし

て行なわれることはできない｡主件は外部の世界 (状況または環境)とのあい

だでの相互作用を通じてのみ く生)を営むことができる.最低限､その内体的

存続そのものか環境とのあいだでの物質代謝なしではものの敷分間も雑持でき

ないことは､鮭でもよく知っていることである｡一般に､人間は､その く生)

を維持 ･充実 ･発展させるためには､意蕗的 ･無意鼓的にその環境 一 自然と
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社合 一 を利用しなければならない｡呼吸をするのは無意緒的な行為であると

しでも､水を汲み､食物を摂待し､石炭を掘るというのは､意織的な利用の行

為である.このとき､環境はt世界は､人間の行為の対象となる.行為理論的

な表現を用いれば､このとき人間は自己に好都合なように､状況を変化させる

のである｡それは自分のもっ特定の目的を実現するための条件を作り出すこと

である27 )｡それは､状況をある特定の状態から他の特定の状態に変えること

である｡あるいは､他の状態に変ろうとしている状態をいまの特定の状掛こと

どめようとすることである.もちろん､このとき､自分自身を変化させること

によって自己と状況との相対的な関係を変化させ､結果として自己にとっての

状況を変化させる仕方もあり得る｡

ところで､行為が意維して自己以外のものとの関係に28㌧ つまり外部の状

況に向かうとき､じつは､その行為に先立って､主体にとっていまの状況を把

捉することが必要になる｡いや､その前に､そもそも主体がいま何か行為をす

る必要かあるのか､つまり､状況を変える必要かあるのか､このことの判断か

まず求められるのである｡具体的には､主体の特定の欲求にたいして状況か適

合的であるかどうかが判断されなければならない｡そのために､主体は､ますー

その状況全件を示すパラメーターの典合のうちその特定の欲求の実現に関連の

あるパラメーターの値を読みとらなければならない｡これが認誰活動の役割に

はかならない.このとき､無数にあるパラメーターのうちどのパラメーターに

着日すべきかを指示するのか (関心)に割当てられた役割である.他方､ (関

心)は､状況における急激な変化かあったばあい､それが主体にとってとくに

意味のあるものかどうかを主体が判断するよう､とりあえずそのパラメーター

に諾敵の注意を向けさせる働きもする｡大きな音､急速に近づく物体など､- .

それらはtばあいによっては､主体の存在を脅かすおそれもあるからだか､一

点的には､主件と状況との関係が主体にとって好ましい方向に変るのか､好ま

しくない方向に変るのかを､つねに見定めておく必要かあるからである｡

こうして､ (関心)は､主体の認蕗活動を超勤させ､これに方向づけを与え､

さらにはこれを制御する役割を担っている.そして､ (関心)のこの役割は､
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環境 (=世界)とのあいだの適合的な相互作用の関係においてのみ く生)を維

持 ･発展させることを許されている主体のその (坐)への意欲と深 く結びつい

ているのである｡

C.世界像の構造 以上､われわれの認碓関心と認識活動の典侍的なあり

棟について､種々の考察を加えてきた｡しかし､その全体的な姿､および何よ

りも認杜主体との関係についてはまだ不+分な説明しか与えられていない｡急

いで､これらの点をまとめることにしよう｡

人がそのことを自覚していようといまいと一枚の認鼓活動の究極の目的はt

自己を中心とした世界像の形成である｡たえずくり返される個々の対束を認羅

する個々の記強請軌も､目指すところはこの世界像のたえざる修正 ･豊富化で

ある｡

ここで ｢世界｣というのは.彼が日毎そのなかで生活を営んでいるその世界

のことである｡それは､彼自身をふくめた.自然と社会の一切を指す｡つまり､

それは､もちろん自然と社会とから構成されているのだが､そのなかには､彼

の血緑の家族および彼自身の肉体､さらには彼の制御の意図の対束となりうる

かぎりでの相神世界さえもがふくまれる｡ここで ｢彼か､･･･そのなかで生活を

営んでいる｣と言っても､この世界は､けっして生活のたんなる塊ではない｡

この世界は彼の生活を､ときには温かく支えるかと思えばーときには無慈悲に

脅かしもする｡彼の方でも､この世界に働きかけ利用することなしには､瞬時

も生きていくことはできない｡だから､生活というのは､まずもって､この世

界からの働きかけを受け､あるいは避け､さらにはこの世界をみずからの く生)

のために利用する活動にはかならないのだ｡

もし､世界が変らないものであり､加えて人間も変らないものであるならば､

世界と人間の関係もまた不変であろう｡しかし､そうした状況は､じっは生命

とは無関係のものである｡たとえ変化そのものの定常性を考え得るにしても､

ともかく変化こそが生命の赤紫的条件の1つであることに間違いはない.世界

か変るものであるなら､また人間も変るものであるなら､それに応 じて人間と

世界の関係も変らなければならない｡世界を環境と貰いかえるならば､人間は
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変化する環境に適合するように行臥しなければならない｡あるいはまた､町境

に働きかけてこれを変化させつつ､その変化した状況を利用して (坐)を維持

･発展させなければならない｡そのためには､この世界 (=環境)を､そして

その変化を､つかむことが､すなわち認枯することかt必要となる｡だから､

世界にたいする (関心)とは､生きることに先する関心である｡生きるという

実践に規定された関心である｡このことについてはt前項ですでに述べた｡

こう考えてくると､人が自らのうちに作りあげる世界像は､他の人と共有で

きる客観的な世界像ではなく､きわめて主観的な自己中心的な世界像にならな

ければならない必然性が理解できよう｡とくに､この世界の中の社会 (関係)

を考えるばあいは､そうである｡それでは､この ｢自己中心的な世界像｣はど

のような構造をもっものであろうれ

第 1に_当然のことなから､この世界の中心には彼がいる｡彼は幾何学的な

意味での純粋な点ではなく､面鏡をもった点である｡だから座標軸の原点には､

意欲Lt認放し､行為を統御する意志主体が位置している｡たとえ､彼か､自

分は片隅から世の中を眺めているつもりでも､やはり彼の世界の中心は彼であ

り､彼の思っている r世の中｣が牡から速いところにあるだけの話である｡

｢片隅の｣世界は､やはり彼の周囲に大きく広がっている｡

第2に､この世界は､空間的には3次元､時間的には1次元であることはも

ちろんだが､これにさらに意味的な次元が加わる.ただし､意味的な次元が何

次元であるかは､おいそれと確定できることではない｡彼の世界の意味的なも

ののすべてが一元的な尺度軸の上に並べ得るものならば､それは1次元である

と言ってかまわないだろうが､じっさいには､おたかいに共的できない同士の

｢意味｣のグルーブが複数存在していることは描かである.意味的なものは､

社食的なものについてだけでなく､自然的なものについても成り立ち得る｡む

しろ､時間 ･空間も意味的に制約されている､と理解した方かいいかもしれな

い｡

第3に､この世界は.遠近法によって見られた世界である｡彼に影響を及ぼ

すことのできると考えられた中森 ･関係､また､彼か影響を及ぼしたいとする
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対象は近くに､かつ大きく､反対に､彼に影響を及ぼすことの少ないと考えら

れたものは速 く､かつ小さく配置される｡もっとも､彼がその世界のなかで動

くことによって､当然､その遠近は変ってくるし､また､しっさいの影響関係

について故かその評価を誤ることも十分にあり得ることである｡

第4｡世界像は行為との関係ではまず予期晩として現われる｡彼のこしらえ

あげた予期像の各部分 (事物 ･関係 ･意味 ･変化)は､彼にとっては必ずしも

挿走的な倹ではない｡なぜかといえば､それは過去の経験にもとづいて予想と

して作られた像であって､同一条件のもとでなら将来も過去と同じことが生じ

る､という保証はどこにもない｡また､ r同一条件｣という前提の存在すらも

じっさいには覚束ないかぎりだからである｡けっきょく､予期像の各部分はそ

れぞれ異なった確車を付された不確定性だということになる｡そして.実際間

腰として､個々の行為にあたっては､遠 くのものは不変と見なされることにな

る｡どこから不変として扱うかは､その人の憤証さの程度によって異なり､あ

まり連 (まで不確定にしてしまう人は ｢神経質｣だと言われよう｡ただー近 く

の性か不確定のままだと､行為が不可能になる｡

第5｡主体の抱く世界像について､なお大切なことがある｡世界像のなかの

各部分は､たんに主体か構成した複合的な座標系のなかに位置させられている

だけではない｡いま､この世界像を触れて､実在の世界そのものについて見る

ならば､この世界のなかのさまざまな事象は.相互にー一定の関係のなかに置

かれている｡この関係は､物理的レベルでの関係､生物的レベルでの関係､社

会的レベルでの関係､意味的レベルでの関係をふ くんでおり､直接に目に見え

るものから見えないものまで､きわめて視雑に入り組んだものになっているは

ずである｡こうした全体をわれわれは缶集固有の秩序と呼ぶことかできる.

われわれの世界像はーもちろん､これらの諸関係のすべてを認識することは

しない｡しかし､個々の関係ないし秩序がそれ自体としてはわれわれの問心を

ひかないとしてもーわれわれかある特定の串良をわれわれに好都合なように変

化させようとするばあい､それと四巣榊備的に結びついた他の事禽をも変化さ

せる必要が出てくることかある.というよりもーむしろそうしたはあいが大部
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分である｡そうしたはあい､その第2の串良ならびにこれら2個の中盤のあい

だの問係は､やはりわれわれの世界像のなかにはっきりした形で入って釆ざる

を得ない｡

こうして､事物世界固有の秩序が措きこまれるとき､われわれの世界像は､

具に ｢世界像｣と呼ぶにふさわしいものとなる｡しかし､そのばあいでも､描

きこまれた秩序は､あくまで､われわれに関心のある申範からいもづる式に引

きだされた秩序にとどまることは､苫うまでもない.

第6｡最後に､この世界像そのものは､軽故を通じてたえず修正を受けるも

のである｡

(5) (経 済 ) の -iXr.,路 に 向 け て

a.は じ め に さて､認議一般についてこれだけの準備的な考察をし

ておいたからには,もうそろそろ､本絹のもともとの主題である (経済)の認

蕗の問過に緒論を返してもよかろう｡

いったい､人びとを (撞済)の語藤に向かわせるものは､何か? そして

(経済)を構成する諸要素をいずれも一個同一の経済として､混沌たる現実の

なかから切 り取ってくる認誌の過程を主導するものは､何か? もちろん､そ

れは､ 〈経済)への く関心)である｡しかし､このように答えてみても､おそ

らく問題の理解はーそれほど進むわけではない｡それに､この答もまた､ (経

柿)というタームを用いているかぎり､ (経済)の内容についての共通の理解

の存在を前提としている｡一方で (娃済)とは何かという概念そのものの内容

を問うことから出先しなから､他方でこの く経済)の概念があたかも自明であ

るかのように論を進めるところに､この答えの開溝や-ある｡それは､悪くて同

鼓反復か､良くで循環論法のそしりを免れることはできない｡

そもそも､ (経済)という概念そのものか､実在のなかから認践作用によっ

て切りだされ､観念の上で構成された認蔽成果としての特定の類の事象を､事

象=表象=言語の対応聞係の上に固定化したものである｡少し大げさに言うなら

ば､それは､人規の共同認敵の生成物である.たとえ､その諾誠の過程におい
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てはある特定の (関心)に導かれたものであるにしろ､それは､こうした既成

態としては､その認蕗の過程から切り離され得るものである｡事実､すでに見

たように､この概念はー大づかみなところでは一人びとのあいだでほぼ同じ串

集群を指し示すものとなっているけれどもーそれを対束に密着したレベルで具

体的に表現しようということになると.それらの中森のどの側面と結びつける

かによってさまざまな理解が生じる余地かあるし､また事実､おたかいの理解

をっきっめて較ペていくと､いろいろな食い違いが生じて来てもいる｡

さらに､対象そのものの諾経とは別の次元からくる考慮が入りこんでこの概

念に多様さを生じさせる｡学問の傾城がそれで､ここでは､この概念を r分析

的Jのものと考えるか r分類的｣のものとして故うかという方法論上の立場と

結びつくとき､この概念の含意にはっきりした違いが見てとれるようになる｡

社会科学を物理学と同じような厳密科学にしようとして､したがって概念もそ

れにふさわしい姓作可能な形のものとしようとする立場と_社会はそもそも有

機体に似ているので､そこで用いられる概念は当該草間の範囲に一応の見当を

与える程度の定義で満足すべきだとする立場とのあいだの違いがそれである｡

このように､認礁括軌の成果を固定化するレベルでは､どうしてもさまざまな

表現型が生まれてくることは避けられない.

これにたいして､具体的な現実の中から可能的な対束を切り取って整序し､

その成果を諾括像として固定する作用である諾托活動を､それを方向づけ､統

御する く関心)のレペJレに､つまり､可能態の段階に引きもどして考察するこ

とにすれば､言い換えて､認敵をその生成過程において考案することにすれば､

学問論の違いからくる表現型の差異はもちろん.具体的な事象か示す現象の多

様性からくる義範の多様性を大きく減少させることか可随になるはずである｡

したがって.まず問うべきは､ (経済)へのこの く関心)の核心的な部分は何

かということ､あるいはこの (関心)の木与削ま何か､ということである.ここ

で ｢核心｣といい､ ｢本来｣というのは､それが失われれば (経済)への (関

心)がもはや一史的のものとしては消減したと考えられるようなもののことで

ある｡しかし､それを一挙にとらえることはできない｡ここで方向を転じて､
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今度は､一般的に､ (関心〉そのものから考察を出発させてみよう｡

b.日常生活への関心 (関心)の究塩の源泉は (坐)にある｡と同時に､

すべての (関心)は究塩的に く生)への く関心)に収蝕する｡ (坐)とは､生

命であり､生きる営みである. (坐)があらゆる関心の源泉であり根拠である.∫

と認めることは､ (坐)があらゆる く関心)を支配し､統合する原理であるこ

とを認めることである｡たしかに､現象レベルでの個々の関心の現われは､時

として､一時的で､気まぐれで､悪意的で､無方向であるように見えるばあい

があるかも知れない｡しかし､それすらも､その究極の根拠を尋ねれば､主体

の存在と潔 く統合されているのを見ることかできるはずである｡そして､われ

われが問題とすべき (関心)は､ (坐)そのものと深く結びついたレベJレでの

それである｡なぜなら､いまーわれわれは､人間にとって普遅的で､いつ､ど

こでも見られるはずの (関心)を取りあげているからである｡

他方､ (生〉そのものについて言えば､これは､たんに自己の内部だけで自

足的に自己を維持することはできない｡物質代謝をふくむ外界との相互作用か

(坐)の持続のための基本的必要条件である｡したがってー (坐)への関心も､

たんにそのままの抽象的なものにとどまることはできず､主伴の外界との交渉

のさまざまな局面に応じて舟化し､より具体的な (関心)となることか要求さ

れる｡しかし､その具体性の度合い､性栗はこれまたさまざまである｡といっ

て､個々の く関心)の体系づけちれたリストができる訳のものではない｡せい

ぜい､食べものへの関心L着るものへの関心､生計への関心､家族への関心､

異性への関心､職粟的関心､政泊的関心､知的関心､審美的関心､宗教的関心

など､思いつくままに列挙することができるだけである.それらはもちろん､

同じ分析レベルでとらえられてはいないので､同列に並べて分類するわけにも

いかないのである｡

こうした中で､毎日の生活tつまり日常生活を営むことと結びついた (関心)

かある｡日常生活は､それ自体きわめて平凡であるか､いかにそれが平凡であ

っても､この平凡さのうちにこそは､人間は1日たりともそれを無視すること

は許されないという､日常生清かもっ人間の (坐)の維持 ･深化 ･発展にとっ
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ての基本的な丑要性が表現されている｡

たしかに､この r日常生活｣という言葉も､通常の用語法ではかなりあいま

いで､そのなかには､さまざまなものか入り得る｡食も､愛 (性､家族)も､

隣人との交際も､娯楽 ･慰安も､権力も､名誉も､すべては日常的な営みのな

かで求められている｡ ｢戦争の日常化｣とさえ言われることがあるように､ば

あいによっては戦争さえも､したがって人間の行為のほとんどすべてをふ くみ

こむことが可能であるようにさえ見える｡しかしー私か吉おうとしているのはー

そのことではない｡私は､ここではー ｢日常生活｣という吉葉を､じっさいに

毎日行なわれている生活の申後的な (事実的な)表現としてではなく､ (坐)

を持続するためには毎日行なわれなければならない､いわば必要にして必然の

生活の表現としてt用いたいと思う｡人はー戦争をしなければーあるいは権力

を持たなければ､生きていけない､というものではない｡いつでも､どこでも

見られるはずの r日常生括｣､これを問題にしたいのである｡

r日常生活Jを全巻の主値とする昔物 日]滞生活且 (1970)を著したへラー

(A帥estleller,1929-)もーその昔物において､ r日常生活｣の走去をt

r個体の再生産とならんで社会の再生産をも可能にするような､個体の再生産

要田の結体｣として与えている29)｡ここでは､人間の日常生活を､個体と社

台の再生産という客観的な横紙としてとらえる見方が示されている｡もちろん､

へラーにしても､人間の ｢日常生活Jをそうしたたんに客観的な規能の枠の中

だけに閉じこめてしまおうと考えているわけではないだろうが､ともかく､こ

こには日常生活のもっ基本的な意義か示されている｡なぜなら､最′ト限､個体

と社台か再生産されることが酎ナれば､生活そのものか消滅してしまうことは

間違いなくーまたE]常生活のなかでしか個体と社会の再生産が行われ得ないこ

とは明らかだからである｡

いま､ ｢社会の再生産｣の面はしばらく措いて.個体の再生産についてだけ

考えることにすれば､それはたしかに毎日の生活のなかで実現されている｡

いうまでもなく､個体の再生産には2つの平行した過程がある｡日々消長する

個体を日々更新する過程と､個体の肉体そのものに避けられない滅失を新しい
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個体によって補う過程と｡後者の過程は､-ラーの言う ｢社会の再生産J

の一部をなしてもいる.ここは､日常生活それ自体を取り扱う壌所ではないの

で､後者の過程についても､しばらく拙 くことにして､前者の過程ーつまり､

日々消耗する個体の更新の刑を中心として､日常生活を考えてみることにした

い｡

この部分から見れば､日常生活の内容は､端的に表現して､ r食べて､寝て､

鋤いて｣ということになる｡これか毎日くり返される｡しかも､ ｢食べる｣､

｢在る｣､ ｢鋤く｣が､たんに並列された焼結としてあるのではない. ｢食べ

る｣ためには r働か｣ねばならない｡ ｢働く｣ためには ｢食べて｣､ ｢寝Jな

ければならない｡したがって､われわれは食べるために働き､働くために食べ

る｡このように､日常生活は相互に目的となり手段となる一連の行為の連難で

ある.ただし､ ｢働 くために食べる｣という関係は､特別のばあいでなければ

自覚されない関係である.この関係は､食べるという欲求を充足する過程で自

動的に､結果として完成される副係だからである｡

一敗的には､日常生活の塙での基本的な関心は､ ｢食べる｣ことに向かう｡

もうすこし厳密に言い直せばt日常生活の必要を粥たすことに向かラ.しかし､

その必要なものを入手するためには､何らかの生産括弧か要求される｡こうし

て､生活の必要物の入手への.さらに肋くこと (生産活動)への関心か成立す

る｡

へラーか基本的に依拠しているマルクスも､人間の生活の基底を自然とのあ

いだの物賃代謝としてつかんでいたことは､よく知られている.というより.

そのことがマルクスの思想と理論の棚幹部分を柵成する男系の1っであったの

である｡そのマルクスか､ F資本論A (18671に先立っノーr･r題辞学批判夢

網A (1857-58)で.生産と脚紫g)同一性を指摘していることもまたしばしば

注目されているところだが､その箇所で､マルクスは､ ｢生産は直様にまた的

製でもある｡ J という啓き出Lで､ r生産することでその地力を革邑屈させる個

人辻､また.生産の行為においてその結カを支出し使い減らすJことを.,また.

r嫡掛 ま直接にまた生産でもある卓 ｣と述Ji.その例証として､ rTZとえば1
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消光の1形態である食物

の摂取によって､人間が

彼自身の身体を生産する

ことは明らかである｡｣

と指摘しているaD)｡

ここでは､ く生)の再

生産が人聞自身と物的肘

の再生産循環として語ら

れている｡

C. (撞済)への (関心)

,-一一一一■■~-■●一一

国 ･2 個体の再生産,または生FT.i_iili州の抑環

(経済)への (FRJJL､)か､日常生活のこの中

核的な部分､すなわち､ く生)の再生産と強く結びついていることは､たしか

である｡このことを､日常悪路に沿った表現に直すならば. (経析)への (関

心)は､日常生活を順調に営むことに向けられている､という風に言うことが

できよう｡すでに見たように､マーシャルも､ (軽折)をとくに ｢日常生活｣

と怒びつけて左藻していた｡マーシャルがそこで用いた òrdinarybusiness

oflife'の ■ordinary'という言葉は､ r日常生活｣の_亘理塵を強調するこ

とにおいて､ èverydaylife'よりもいっそう日本語の ｢日常生活Jに近い

ニュアンスを示しているように思われる｡

しかし､そのことにもまして､マーシャルか b̀usiness'という吉葉を (経

済)と関連づけて用いたことに注目する必要がある｡なぜなら､そこでは､

｢日常生活Jか､たんに欲求の命じるままに気ままに営まれる事実としての日

常生活ではなく､何がしかの束縛を件った､一またその行為自体の外にある目的

のた掛=行なわれる行為という意味かはっきり蓑示されているからである｡あ

るいは､さらに蹄みこんで､マーシャルのこの表現は､ ｢日常生活｣か持続的

に営まれるためには､ ｢日常生活｣を維持する活動自体か ｢日常生活｣の基本

的な内容を構成しなければならないことを意味している､という風に読みとる

こともできるかもしれない｡そういう読み方が可能であるならば､それは､へ

ラーか ｢日常生活｣を定藻するのに用いた ｢偶作と社会の再生産｣という表現
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が意味しているものに近くなる｡へラーのこの言い方を､私なりに翻集すれば､

生産過程と消柴過程の再生産一冊単に言って､生産と洞巽の循環､ということ

になる｡なぜなら.個体の再生産は生産と消架の両過程の媒介なしでは行なわ

れ得ないからである｡生産 ･柏葉という過程に注目して定式化するか､個体と

いう実体に注目して定式化するかだけの追いである31)｡そして､ (経済)と

呼ばれる人間の営みが､まさしく､このうち ｢生産Jの領域に結びついている

ことについては､誰しも異論はない32) (図 ･2参照).

ここで､経済学の祖アダム ･スミスの見解も振り返っておこう｡スミスが

r諸国民の宙Jの基底においた人間性は､と言えば､誰しも.すぐに ｢自愛心｣

につき軌かされるそれが思い浮かぶことだろう｡自愛心は､しかし､蛙蹄の慎

也で特殊に働く勤晩ではない｡これまであまり注目されることは少なかったよ

うだけれども､スミスはこの書物で､自愛心のほかに､人間に好運的で､しか

も珪肺の領地でより大きな意味をもっ願望の存在について､くりかえし強調し

ている.それはt定型的ないいまわしによって述べられており､ rすべての人

everyDanは｣､ r自分自身の生活状態をより良くしようとする bettering

one-sownCOndition｣r啓連的 universal (恒常不変 unifom a71dconsta

nt)で｣r継続的な cDntinualJしかも ｢中断することのない uninterrupte

a｣r自然的努力 natura王effortJを行うものだ33)､という語経である｡

スミスによれば､この r自然的努力｣に人を駆りたでる願望は､ ｢母敵の胎内

からわれわれに同行したものであり､しかもわれわれか基に入るまでけっして

われわれから離れないもの｣だという｡つまり､人間の本性だというわけだ｡

r自愛心 Jが多分に r他者｣を志雄した響きをもって受け取られるのにたいし､

ここでの r自分自身の生活状態をより良くしようとする願望 desireJには､

それがない｡それだからこそtスミスによると､この願望は ｢私人の富裕はも

とより公的で国民的な音裕か本源的に引き出される原理｣であることができる

のである｡そのうえ､それは ｢政府の苛税｣などの人為的な障害をもきくのば

あい乗り越えることかできるほど強力な原理としてとらえられている｡こうし

た考えか､さらに勤勉､首攻といった経済学に固有の概念にストレートにつな
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かっていくものであることは､容易に察しかつこう34).

スミスのこの認経を私の緒論の文脈のなかに配置すれば､人間はその本性か

らして､生活状態の改馨の努力を日常的に行なうものであり､さらに､日常生

活のなかで人はたんに く生)の維持だけでなく､ (坐)の充実 (深化)のため

の努力をたえず続けるものだ､という主張になる｡スミスにおいて､ (経済)

への (関心)は､ r生活状態の改曹｣に向かう く関心)である.それは､当然､

日常生活の維持を前提としてふくんでいるのである｡

このように見てくると､けっきょく､われわれは､ く経済)への (関心)を､

ひとまず､甘常牡桂を敵 軍宰旦生ることに向けられた関心と､押さえてお

くことができるだろう.ただ､この言い方にはややあいまいなニュアンスか残

っていて､前後関係を離れてこの旬が読まれるばあい､誤解を与えるおそれか

ないでもないので､斬り沓きをっけておこう｡ここで私が r維持 ･充実させる｣

と言っているのは､日常生活のうち､食べたり､寝たりという部分が充実して

営まれるというそのことではなくて､むしろ､日常生活のその部分を支え､準

備する部分､つまり ｢漸く｣部分のことである｡スミスか ｢自然的努力｣と呼

んでいるのも､これを指しているし､へラーやマルクスが ｢生産｣というター

ムを用いて表現しようとしていることもーこれである.

このように問題を詰めていくと､われわれは､どうしてもt日常生活のこの

側面を生活主体の主観的な要因も入れて詳細に分析したカール ･メンガー (Ca

rlHenger,184011921)の r生活への配慮 LebcnsfursorEeJ､および r先行

配慮 Vorsorge｣の概念に行きつかざるを得ない｡メンガ-はt r経済学原理j

(1871)の改版のために埠備した原稿のなかで､ ｢経済の木柴についてJとい

う節を新たに設け､そのなかで ｢生活への配慮｣についてていねいな説明を与

えている35)｡

メンガーは､ ｢生活への配慮Jについては､ r年余組持>福祉とを求める人

間の努力は､さらに､実際の生活では､ - - r描当な1手段を､その洞察と予

想に応じて自己の支配下におこうと配慮するところにあらわれる｡- -生j舌を

配盛土旦このような行為以上に重要で一般的な人間の牢力はないのである. ｣
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(傍点および [】内 一 引用者)と､規定している｡しかも､ ｢われわれの欲

望は.それか直掛 こ登場した後になってからその欲望新見に適当な手段を訴逮

しようと配慮してもーそれではあまりに過すざるはあいが多い｣から､ ｢自分

の欲望を荊たそうとする人間の努力は､ 【文化の]進歩発展につれて次第に､

来たるべき時期の [欲望]満足を克行的t=G.慮するようになっていく.∫36)

(傍点 - メンガー､ [】内 - 訳者)と､ ｢生活への配慮Jか r先行的配慮J

の形をとらざるを得ないことを指摘している｡それはー主観的には欲求充足と

いう目的にたいして､客観的には く生)の維持という目的にたいして､手段的

な意味をもっている｡これに時間軸を加えていっそう具体化すれば､ く生)の

維持 ･充実のための手段を準備する過程としてとらえられることかできる｡

ここまで来ると､さきに ｢日常生活を維持 ･充実させることに向けられた関

心｣と昔いたものを､さらに､ ｢(経済)への (関心)は､日常生活の維持 ･

充実を事塀するための韓備過鎧に､さらには､日常生活の維持 ･充実のための

幸便の確保に向けられた関心であるJ､と寄き換えることができる｡その方か

おそらく､より明確で､かつ正確な表現に近づくことになろう.スミスの言う

｢努力｣とは､この手段を苦境することを意味していると考えられるし､マル

クスの ｢生産｣は､いうまでもなく､この手段の生産を指しており､へラーの

｢個体の再生産要田の総体｣という言い方になると､まさしく､これらの手段

および手段確保の過程を主貢な内容として包含していることは間違いない｡

d.終 り に (撞済)の範囲は､こうして､そこに照射されている

(関心)の光束をだんだん絞ることによって､しだいに限定され､それに応じ

てかなり明確な姿をとるようになって来た｡

しかし､ く生)から出発したこの く関心)の光束をさらに絞って､ く経済)

そのものの足掛 こまでもっていくことは､おそらく困難である｡それは､ (関

心)という方向からのこのアプローチか､ (坐)の一般的存在様式を前提にし

た主観の側からだけのアプローチにとどまっているからである｡いま見て来た

ように､ (経済)が生活のための手段に関係するならばなおさらのこと､対象

世界との関係を抜きにして (経済)を規定することはできないはずである｡し
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かもまた､ (坐)の存在様式そのものか歴史的に変化するものであるから､こ

の両からも､ (経済)の姿は具体的な歴史的条件とのかかわりで見られなけれ

ばならないことになる｡

したがって､ (経済)とは何か､の問題に答えるための作菜の叔後の詰めは､

もっと具体的なレベルで､生活手段獲得のじっさいの仕方に即して進められな

ければならない｡その作桑は､これまでと異なる考群方法を要求するものとな

るはずなので､続稿に捷ることにするが､ただt最後にこれまでの考察から､

とりあえず言うことかでき､かつ､今後の作黄にとって大まかな指針を与えて

くれるはずのいくつかの点について､怖単な指摘をしておくことにしよう.

1) ｢制度化された過程｣と ｢市場｣ (坐)から出発する普過的な関心の

光によって腐らし出す形でとらえられた (経済)は､当然ー特定の社台関係を

前提にせず､人間存在そのものと結びつけられている.しかし､そのことは､

けっして く経酌 が社会関係と無関係であるということを意味するものでは脊

い｡むしろ､逆に､ (経済)は桔梗の社会関係と結びついてそれぞれ特有の現

われ方をすることができる｡ ｢制度化された過程｣としての く経済)をっかも

うとしたポラーこのばあいは､制度の違いに応じた く経済)の現われ方の差異

に関心かあった｡そこでは､主体的な営みとして行なわれる く経済)の行為の

影か薄くなり､客観的でマクロな､配分と分配としての (経済)か前面に出て

くる｡

｢交換｣という制度と結びつく(経済)だけを重要視するハイェクのばあい

には､近代の市場社会か生みだした独特の価値概が逆にその市塙社会をあるべ

き自由の制度的保証であるとして正続化する役割を果たしているのを見てとる

ことができる.しかし､普逆的であるはずの (経済)を特殊歴史的な存在であ

る ｢市場｣にだけ庶びつけると､やはり狭くなり過ぎる｡もっとも.

ハイェクはもうひとつの個別娃済主体の営みとしての く経済)の存在を否定し

たわけではないのだから､彼の説を厳密な意味での く経済)の走轟として受け

とり､これに批判を加えるのはフェアではないかも知れない｡その意味では､

(市場)と結びつく (経済)だけを丑要視するというのは､たんにハイエクの
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宣言である､と理解しておくべきかも知れない37)｡

2)サービスの問題 確保すべき生活のための手段は､さしあたっては主体

の外部にある自然的な対束であろう｡それは第1轟的には物的対象であろうか､

その物的対象を獲得するための第2次的手段としては､支配し得るかぎりでの

他人の労働､あるいは管理し得るかぎりでの自然力 (水力､地力など)かある｡

主体にとって直接役立つような他人によるサービスは､日常的な生活のため

の手段として､瞥過的なものとして認めることは困難である｡自分自身による

自分自身のサービスを考えてみても､これは生活手段獲得のための活動として

｢先行的配慮｣の対叙となり得るものではない38)｡その意味で､マーシャル

か ｢物質的要件の獲得と使用｣に結びつけて (経済)を規定したのは､一応､

妥当だと貰っていい｡しかし､社会的分菜のもとでの交換経済という制度的な

前提をおいたとき､この申1削ま変化する｡自給経済であれば自らの生活手段の

直接的な確保に向けられていたはずの自らの努力 (労働､生産活動)かtとり

あえずは他人へのサービス (たとえば､音楽家の前案)という形で支出され､

それにたいする報酬として間接に生活手段を入手する仕組になっているのであ

る｡このため､相手方は､他の生活手段の確保のために振り向けることのでき

る手段を繊牡にすることになる｡この2丑の意味で､市塙を通してのサービス

の櫨供が､ (経済)への (関心)の光に照らしだされている慣城に含まれるこ

とは当然である｡このように考えれば､ロピンズがしたように､問題を唯物論

か否かという次元の問題として提出することは､もともと適切ではない39)｡

社会制度の如何によって生活のための手段の接待の方法か異なってくれば､経

済的関心に照らし出された憤城にふくまれるものか異なってくるのは､当然で

ある｡

3)行為論的アプローチ ロピンズは､経済行為にとくに特徴的な行為の形

式によって く経済)の左茸を与えたが､それによって､戦争も､学校の年度末

試額における科目間の時間配分も､いずれも (経済)にふ くまれることになっ

た.しかし､日常的に辞退的な生活手段獲得のための配慮というのか､ (経済)

の放念の本質的な構成要素であるとするならば､ロピンズの足掛 ま､やはり
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(経済)の概念を無意味にするものと言わなければならない｡

たしかに､戦争も経済的な側面をもち得る｡それは､資源を大量に洞貿する

ことによって､生活上の他の用途と浪合する｡この側面から､戦争も経済的な

思考の支配下に入ることができる｡それでも､作戦における用兵の問題は､資

源配分と同型のものがあるとしても､ (経済)への (関心)の外に位置してい

る､と言わなければならない川)｡

4)経済的過程と技術的過程 (経済)への (関心)に照らしだされた中心

にあるのは､日常生活の維持 ･充実のための手段の確保の営みである.その営

みの実体的な部分は広い意味での生産から成り立っていると言えようか､これ

は､当然､素材的 ･技術的な過程と一体になっている｡通俗的な理解では.こ

れをも (経済)のなかにふくめてしまっているばあいがきいが､すくなくとも

理論的な分野の経済学者は､果樹的 ･技術的な過程をその考拝からはずしてい

る｡栗材的 ･技術的な過程は､農学者 ･工学者が扱うべきものとされているの

である.その理由は､もはら生産という現実的過程のもっ事物そのものに即し

た論理にもとづいている41).

(a)生産においてー技術的な思考は､生産すべき (獲得すべき)手段か特定

されたとき､やっと轍き始める性質のものである｡つまり､何を､いつまでに､

どれだけ生産すべきかを決定することについては､この思考はまったく無力で

ある｡したがって､生産において部分的な役割しか果たし得ない｡それゆえ､

われわれは､この技術過程をも包含した生産の全過程を包括するもうひとつの

思考の働きの存在を想定しなければならない｡

(b)生産の協における技術的な思考の限界が弔われるいまひとつの局面は､

この思考は､ある特定の生産においていかなる技術を用いるかということを､

また生産要素のいかなる組みあわせを利用するかということを決定できないこ

とである.

(C)経済への関心はもちろんこの技術的過程にも向けられるが､技術的過荏

を射殺とする技術的思考はそれ自体で独立して触き得るものであり､しかもそ

れに固有の論理をもっていること､技術的過程は全生産過程の部分過程ないし
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はその 1側面であることを考慮すれば､この過程にとっての所与として扱うこ

とができる｡残 る部分か純粋に ｢経捌 勺なもの｣となる｡この残る部分では､

評価 (価値)の間甥が主要な問題である｡

しかし､経済 と技術 との関係についてはなお一層の考察が必要であるので､

その課跡 ま別の横合に果たしたいと考えている｡

l) AlfredNarshall,PrinciplesofeconoDics.1890,(且thed..1920),BookI,

Chap.I, §1.使用したテキストは､第8版のぺ-バーパック版 (HacE)i日an.19

79)､邦訳は馬場啓之助訳 f'経済学原理J (全4分冊)､東洋経済新報社,1965

による｡

2) LionelRobbins.AnessayonthenatureaTldsiErlificanceofecoTl叩icscie71

LE,HaczDillan,1932,(2nded.-1935,3rded.-1984).Chal).1,53.辻六兵術

訳 r堤済学の本質と走去1東洋娃済新稚拙.1957.

3) ロビンズ自身か､後に自敦伝のなかで.初版での経済の-穀的三吉概念の性質につ

いての茸は_本巽主義 (essentialiszD)かきつすぎたので､軒2版では､背き改め

て､究岳の仮定は基本的なは故的な中英であり､その翼当性はつねに現英を春旧し

返すことによって故証されなければならないことをあきちかにしようとした､と述

べている.LordRobbins,AutDbioELa_P_h_王止し即__eCロ71EI血st" HacェDillan.1971,p.

149.

目 釘2茸第3茄を参照.

5) Robbins._ATLeSSaY.2nded,Chap.1,§4.

6) こうしたことが可能かどうかという問題が､軽晩科学一度に共通する問題として

古 くからあるか､ここでは立ち入らない.

T) llonaDuczynska.TCarlPolanyi:htesonhislife,1970.i71:エ地Ii_V吐主上担由

IQL旦廻 (ed.byHarryW.Pearsロn),AcadeE)icPr..1977,p.xvi.玉野井他訳

r人附の娃折 目 岩浪雷店､1980､28ぺ事.

a) ただ､そのなかで同時に､行為と結びつく人Wの語法のある特性を明らかにした

いと考えている.それは､本鞘の直指の課題とは関係ないが.別榊でとりあげるこ
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とを予定している経済活動のもつある特性のrpl題を考拝する準備作菜でもある｡こ

のため､本桐の諜煙の考案のためとして仕不要と思えるやや長すぎる叙述かふ くま

れでいることに､読者の寛容を乞いたい.

9) おそらく､それも固有の秩序か全面的に見えてくるものではあるまい｡特定の観

点を定めたときに､その拭点から整序された秩序だけが見えてくるはずである｡

10) 対束から直接に得られた情報のほかに_過去の経験 (知経をふ くむ)から得られ

た情報か加われば.詑隙のもつ情報丑か感覚次元での付和丑より多 くなるというは

あいも､あり得ないことではないだろう.

1日 心理学からいえば､ここで対置した r感覚｣と ｢認薩｣とのあいだに､もうひと

つ､ r知覚｣を入れて説明したほうかいいのかもしれない｡しかし.はじめにも述

べたように､本鞘では心理学的な考察を行なう意斑はないので､大づかみな説明に

とどめておく｡ちなみに､心理学では ｢知覚｣にも ｢柏密知覚｣と ｢概略知覚｣と

が区別されているという (宮城昔弥 r岩波心理学小辞典J岩波普店,1979､r知覚｣

の項).

12) r意味のあるJというのは､もちろん認報主拝にとってのことであち.

13) 1981年の政事で見ると.日本からの海外への旅行者は401万人 (内観光客334万人)

､海外からEl車への入国者は158万人 (内観光客94万人)､となっていて､その1

年間にEZ本人の30人に1人は海外へ出かけたことになる (r日本国勢図台J1983年

版､504-5<,=).

1り 目の位置を変えずに一眼で見える (nl限視野)は､横軸的に､上方に50度-60度､

下方に約70度_外方に90度-100度､内方に約65度である､という (宮城昔弥 r岩

波心理学小辞典j巻波等店､1979. r視野｣の項).

15) 聴覚のばあいでも､ r耳を温まして聴 く｣､ ruElき耳を立てる｣などというよう

に､能ih的にも鋤 く.したがって､ r能軌的｣. r更別的｣というのは､それぞれ

の感覚に国有の性質ではない.

]8) NASA庶菅r世界 一 人工鞍星写異姓J朝倉書店､1979年､2ペ･JT.

tT) 屯地政は､通常の可視光のほかに､電波､赤外操､紫外諒､Ⅹ穀をふくむ.

日日 柔軟性を欠いた予期促が "先入観"と呼ばれるものである.

1g) おなじ ｢相見的｣であっても､シンポJt,の柚叙性と中英対応性の柚･'A性とは区別

されることか必要である.ここでは.後者について言っている｡



20) ポールデイングであれば､つぎの古物で読んだはすである｡今回､該当箇所を探

してみたか､見つからなかった｡BDuldi71g,K.E.,鮎凹T)a__ecgn叩出 ,1968.(ポ

ールデイング r蛙析準を超えて1公文俊平訳､改訳版､学習研究社.1975｡)

2t) 本稿で言う r認強の対象Jとは､一般的には､必ずしも､それ自体で周囲の他の

市物から区別され得るような申物に限られるものではなく､関心によって蒔かれて

認杜活動のスポットライトを与えられた諾建相銀を意味している｡

22) 波辺.3 r語曲とバタン1着改新番､1978､44-46<17.このことは､感覚蚤が外部か

らの刺激をそのまま脳に伝えるのではなく､散身許をほどこしているということ､

つまり変化を変化皐でつかんでいることを､意味している､という (同上).

23) 視覚も艦密に分けると､節1次視覚地によって司どられる感覚と､節2次視覚地

によって司とられる知覚とから成り､後者では､記憶､思考も作用して､申物のま

とまりのある性が与えられる､という (米田緊三他端 r岩波哲学小辞典j音波昔店､

1979､ ｢知覚｣の項).

2日 渡辺.# r諾経とバタンJ若改新許､1978､58-63<,3.

25) このことに開通しては､進化と適応との関係が問題になる｡

2G) ｢生の草生 enj8yDentOflife｣か人生の究鹿の目的である､と鋭いているのは､

ジョージュスクーレ-ゲンである｡これは､私のいう r(坐)の維持 ･l沃化 L発展｣

にあたるものであろう｡ NicholasGeorgescu-RoeEen,The_e_n_flo_P_ylavaTtdthe

qunomicm 蔓.～.Y‥ 1971.pp.282-7を参服｡

27) パーソンズによれば､目的は､つぎのように定義される｡ ｢目的とは､行為者が

望ましいと考えているかゆえにt行為かそれへと向かう未来の申態である.｣Talc

ot■parsons.Thestructureofsocialaction:astudyilldociaLth由rLwith__

specialr地 軸 一1937,(FreePress

paperbacked.,1968),vol.Ⅰ,I,75.r社台的行為の帥造』 (稲上穀他訳)第1

分冊､木鐸社､121べ,j=.

287 ここで ｢関係}というのは､行為がつねに巧墳そのものの変化をめざすものとは

限らないからである｡たとえば､沖波か押し寄せて くるときの ｢逃げる｣という行

為などは､環鳩を変えるのではなく､自分の位置の方を変えていら.したがって､

自分と環境とのrn]係は変ったことになる｡ただ､つねに自分を座標軸の原点に置い

て見るならば､このばあいでも､自分の位置は変らずにt状況全体の位置か変った

ことになる.後者の観点については､1-ぎの項を参照のこと｡
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2g) AEneSHeHer,Ev_erydal｣_皇血 ,RDutledgeaKeganPaul,1984.p.3.本苗は､19

70年のハンガIJ-語版からの加訳 (C.L.Ca叩bellによる)である｡この版では群

別についてのきすぎた叙述か著者自身によって省かれてはいるか､内容の変更は一

切無いとのことである.なお､1978年のドイツ語版 (Suhrka叩社)は､おなじく締

訳版ではあるが,かならずLも著者の意図通りではなかった､という (同､p.viii)

3D) KarlMarx.Grundrissede脚 mmie,DietzVerlag.

1952.SS.ll-12.柿木華次郎訳 F経済学批判要綱J第1分冊､大月昔店､1958.

31) へラーにあっても､ ｢個体｣にだけ着日して自然か表現の外に置かれてしまうこ

とに､注意すべきである.ここには､人間中心主港の立場が表明されている.

32) ここで r生産｣と言っているのは､社会的分某が成立して何らかの形の流通を媒

介してのみ生産と消柴とかつながっているという状況のなかでの生産ではなく､さ

しあたっては自給自足的な状況のもとで.生産と消珊とか直接に連続しているばあ

いか.念頭に置かれている,そして､前者の概念の方か後者のそれよりも狭く､特

殊化されている｡ありうべき誤解を避けるために｡

33) Adam)SE)ith.如 jnquiry.int帥 ; ofthe甘ealthofTlatiO

且星,1776.TheGlasgowed.1976.bロkI.chap.viii.paragraph44.･fI.iii.

28;31;36;lII.iii.12;IV,V.sectiDllb.43;andix_28.

3り 前の注に見られるJ:うに.スミスの主脈がもっともしばしば現われているのは､

第2部第3茸で､このi割まr資本の苦横について､すなわち､生産的および不生産的

労佃について｣の題名をもっている｡このことだけからも､スミスのこの考えが､

まっす(･蓄祖の概念につながっていくことか分古.

35) CarlNenger,吐皿由吐旦Lder_V_plksyirtsclほ比丘1旦址星.2.Af1..1923,55.58-59.

(八木紀一郎他訳 r一姫理論経済学 1Jみすず昔岸､1982.訳昔にも原文のぺ-ジ

政が記されているので､とくに訳苔のページ数を掲げることはしない｡)

361 Nemger.Carl.BL州 re,2.A∫l.,SS.58-59.

3日 しかし_彼がこの立場からロピンズの行為論的な希少性玉藻に批判を加えてい氏

ことは､やはり､留意されておいでも叫､点である.本書の節Z部 第2茸を春朋.

3日 たとえば娯楽などを､いま享受することか.将来のための手段の巧得との間に時

間の配分をめぐっrて般合することはある｡

3日 LionelBobbins.Ane5Sa!,Chap.1, §2.なお､この点について.本書の第1
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部 第 1章､13'<JIを参府.

4ロ) ロピンズが (蛙済)の揮生経済学的走港に疑問をもったきっかすは.彼自身か取

争の経済学を講じる牧舎をもったためであるという.LordRobbins,血t_Q虹色王旦旦吐

且,p.146.

ll) ボラ-ニの く経済)の孟掛 よ､この技術的側面の扱いかあいまいである.
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弟等･4 密 生 寺舌 手 段 の 準 備 を 組 織

(i) 生活者としての (経済)認砧

本章では､これまでの考察を踏まえで.私なりの (控訴)の定鏡を試みるこ

とにしたい｡

われわれが (謹折)と言うとき､われわれは一見混沌たる現実の中から､あ

る特定の相互に開通し合った諸事森の地合を､その相互のつながりとともに取

り出してきて､頭のなかに思い浮かべでいる｡第1茸で見たのは､軽済学者が

この中森の浪合を特定しようとしてこれに五黄を与えるとき､それらの事象の

どの側面に注目して一般化を試みるかによって､再構成される (経済)の性同

士のあいだに何らかの食いちがいか生じるという事実であった｡だが､一方の

表象としての (珪肺)棟か感性的に形成されたものであるのにたいして､他方

か論理的な振作によって再構成された く経済)像であれば､同一の主体によっ

て抱かれているこの2つの倣同士のあいだですでに食いちかいの可能性が存在

している｡

だから､逆説的な言い方になるかもしれないけれども､娃IiH行為の目的と手

段とのそれぞれの内案に注目するマーシャルと,その行為の形式だけを亜祝す

るロピンズとのばあい､前額でも指摘したことだが､学問の方法から見れば決

定的に対立するように見えても､それぞれか抱いている (経済)像同士のあい

だには､英はそんなに大きな食いちかいはなかったと見ていいのではないか.

マーシャルを批判したロピンズの (経済)像にしても､その中心の主要部分を

マーシャルの (技研)像か占めていたことは､間違いない｡連うのは､外延の

広がりであって､主要な部分においては､両者の像は正なり合っている｡そし

てこのことは､おそらく大多数の経済学者の抱く く経済)像とのあいだについ

ても言えることであろう｡

しかし､そうではあっても､その見えている保のなかのどの部分を吐要祝す

るかという違いはあり得る｡そのことを示したのか第2章におけるポラーこと
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ハイエクの対照であった｡市場以外の制度のもとでも立派に経済が営まれ得る

ことを示そうとしたボラ-こと､市場こそ濃啓の経済制度で･あると考えたハイ

エクとのこの対憎は､もはや単なる対照を越えて対立でさえあった｡だが､こ

のハイエクのばあいにあってすら､その市場への関心は個々の経済主体の生活

への関心の存在か前提となってはじめて成り立ち得るものであることを考える

ならば､ く経済)像そのものとしては､ボラ-このそれと重なる部分か大きい

と考えでもいいはずである｡

以上の考察は､ (経済)の定盤にさいしては - おそらく人間 ･社会に関す

る諸現象のいずれのばあいもそうだろうか - ､定義に先立つ (経済)像の形

成自体がひとつの認識行為であるという事実に帰って､そこからもう一度思考

を出発させる必要があることを示すものであった｡弊3章は､そこで､混沌た

阜現草のなかから特京の部製盟を__(娃蹄Lと｣1工準埋 ヒて来る作某において

中心的な役割を果たす認矧恥じ､の問題をとりあげた｡そして. ｢(控措 )へ の

阻止止､日常埠活の維持 ･jF.事のための手段の鑑保に向吐去れた遡虹､である｡ J

というのか､そこでの考察の一応の結論であった｡

しかし､前章の末尾でも述べたように､認識問心からのアプローチは､あく

までも主観の側から現実に光を雌射するだけのことにすぎず､これだけではと

ても客体としての く経済)をとらえ切ることはできない｡ (経済)がいかに主

税によって柵成されたものであるにしても.その実材は､あくまでも現実のな

かから切り取られて来たものであるJ.したがって､主観的な関心に冊射されて

浮び上がって光る1群の申港はそれ自体として客観的な実在でもある｡そして､

このうちの個々の事森は､例外的なばあいを除けば､他の諸事親と種々な関係

でつながっている｡

このうちわれわれの特定の関心を引く申親同士のつながりは_一面ではわれ

われかこの関心に照らしてそのつながりに意道を認めていることにもよるが､

と同時に､他面では､中森それ自体が何らかの客観的問傍 目をもたないでは､

そもそもわれわれが意轟を付与すべき関係そのものか存在しないことになるの

である｡また､個別的な中森としては何らわれわれの関心を引くことのないも
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のであっても､われわれの関心を引く他の事象と串物的に密接なっなかりをも

っていることかあるはずである｡こうして､われわれの特定の関 心を引く特定

の辞魚群は､それらの仰々の番象同十の関係の典合をもふくむものとしてとら

えられなければならない2).それゆえ､ (経済〉性を確定するためには､一度

主税に立ち返ってそこから出発しなから､しかし､次には､やはり現宰そのも

のに内鹿する審額の論理を分析するところに進まなければならないのである｡

ただ､もうひとつ碓認しておかねばならないことは､この主観と客観とのあ

いだの関係である｡前章で私は､ (経済)のinE,段に導く主観の脚の関心を (坐)

への閲心だとした｡この関心の的をもっともっと絞らなければ､とても1価の

独立した (経済)像を結ぶところまで行きつくことはできないにしても､この

脚心それ自体はけっして主体の悪意の産物ではない｡じつは.認識の主体とし

ての人間も.現英的な存在としては1個の生活者であり､その意味では彼自身

が彼の認識活動の対象の1部を構成してもいるのである｡というより.彼にと

っては､生活者であるという弔英か先にある､と言った方かいい｡1個の生活

者としての (坐)への関心が認措者としての故の認践活動を規定している-

たとえ､そのままではないにしても ー という関係かここにはある｡もともと､

(坐)へのrR)心は､ほかならぬ彼自身か生身の人間として現実世界のなかで生

活を営んでいる和英から出てくるものなのである｡まさしく､ (隻)への関心

は (坐)の率先から苑する｡

このことはまた､現実世界のなかでの各個人の生活の態様か同一ないしは同

型であるかぎりにおいて､それぞれの抱く (坐)への関心の在 り樺が同一ない

しは類似する可能性を与えてくれるものである.そして､ (生)の営みはその

基本的な部分において､すべての人nfHこ共通なものを持っている｡この点に､

く生)への関心を一般的に考拝し得る根拠ばかりでなく､ (坐)の営みの一定

部分を占めている (経済)の性の各個人を頂いての共通性を期待し得る根拠も

存在する｡その反面､ (坐)の営みは､自然的 ･歴史的条件か異なるのに応じ

て､特殊化された形態をとるものであるから､その一定部分を占める く経済〉

像も､それに応じて特殊化されるはずである｡ここに､各人の抱く く娃済)像
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同士のあいだに食い違いか生じる可能性が生まれる｡ただし､特定の時代､特

定の社会に住む諸個人のあいだでは､その (坐)の営みには共通する部分か少

なくないはずだから- たとえ､同じ現実を対塩的な立場で体放するとしても

- ､彼らの (経済)像同士は似たものとなる可能性が高い､ということは言

えるだろう｡いずれにしても､各 く経済)像は､最小限､その中桟の部分にお

いては､ほぼ同じものであると考えて差し支えないであろう｡

認掛舌軌を自己の専門的な職務とする人のばあいには､その職務の性格上.

大なりノトなり､その体験の個別性を越え出ていることを求められているのだか

ら､何らかの程度は､その時代､その社会の人びとの一般的な関心を代表し､

またその描く(経済)像も.より普過的なものとなっていると期待されていい

だろう｡

ともかく､このようにして､何らかの程度において普選的な (経済)像か成

立し得ることは降かである｡そしてこの普逆性の程度が布ければ商いほど､そ

の中核部分は､狭まると同時に明確にもなる｡他方､この中核をとりまく周繰

部分の性がそれだけあいまいなものとなっていくこともまた避けられない｡

つぎの訪越は､ (経済〉性のこの甘過的な中核部分の婆を明らかにしていく

ことである｡

(2) (控訴)の中桟部分

さきに､ (坐)への関心は (坐)から苑する､と言った｡しかし､関心の対

象としての (坐)にしても､あるいはまた実践としての (生)にしても､たん

に一般的な (坐)であることはできない.一般的な (坐)は､個々の佃捌 具体

的な (坐)の清朝なり関心なりか､反省によって1個の抽象的な く生)として

把掘されたものである｡

したがって､さしあたって (坐)への関心について見るならば､それは特定の

主体にとって､特定の時､所.状況のもとで現われる個別的なものであり､そ

の対象は､食べることであったり､寝ることであったり､安全を曜保すること

であったり､家族をこしらえることであったり一弘団の中での自分の住道を良

一 101-



好なものにしておくことであったりtあるいは遊ぶことであったりする｡つま

りは､^r肘生活のすべてが包含されることになる｡

さて､このような関心対象の中には､それを婁現す_aためには物的な手軽を

必豊とするようなものかある｡ (掛別 にもっとも関係あるのは､数多くの関

心対象の中でもーこの部分である｡いまここではい境界韻を明確にした形での

(経済)を足並するつもりはなく､むしろ誰が見ても (経済)の現象であるこ

との明らかなもの､言い換えれば (経済)の中桟的な部分をまず明確にしたい

と考えているので､マーシャルにならって､物的な手段を要しないものは､さ

しあたっての考案の中心からこぼれ落ちたままにしておくことにする｡

ある関心対象を実現するために何らかの物的手放か必要とされるばあい､そ

の関心の主体によって.適当な手段の必要丑が､必要とされるその場所で､必

要とされるその時に､つねに入手できるとは限らない3)｡ここでは､主値とそ

Q2LHl心対免の事現と牟岐介するものとして､(1)重度の要田 (具体的な質と丑)

､(2)亜垣的な要因､(3)盟正的な要田､(4)吐腿的な要田 の4つの要Eqが

ある.これら4つの要因が主体にとって都合よく整わなければ､主体はその関

心をまったく実現することができないか.それとも不十分な形でしか実現する

ことはできない｡したかって､主体が実現したいとする生活上の関心は､この

ばあい､まず一般的に､そのr朴山を英現するための何らかの手fRの確保に分化

し､ついで､それは､その手段確保の4要田のそれぞれへと分化して行くこと

になる｡

(1)手段の晋軌こついて ある関心対象を東現することのできる手段かそも

そもまったく存在しないばいは､その実現を締めるしかない｡瞳鵬な例をあげ

れば､不老不死の妙薬とか ｢打ち出の小塙 ｣とかが､このカテゴリーにはいる｡

もっとも､このようなばあいはあっさりと締めがつくから､それ以上あれこれ

と思いわずらう必要はない｡関心はなお存在し続けるとしても､それは1個の

夢へと凍結されている｡

ある関心対象を実現し得る手段が存在していても､主体がそれを支配下にお

いて利用することか出来なければ､やはりこのばあいも､それの実現を締めぎ
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るを得ない.このような状況は､主体かその手段を支配する技術を持たなかっ

たり､その手段を支配下におくための2次的な手段を持たなかったり､あるい

はいずれかの手段を利用するための知紙を欠いていたりするばあいに､起こる｡

これらと異なって､ある関心対象を実現する手段か存在し､しかも主体がそ

れを利用可能なばあいでも､手段の唖規が複数であるばあいには～やはり開演

が生じる｡このばあいには､主体は､より適当な手段はどれかと比較考丑する

ことになるがーその考量の基準としては､その手投か関心対象実現にとって適

切かどうかということと､手段を入手することの困難さとか同時に考慮される

ことになろう｡あとで行なう説明を部分的に先どりして貰えば､前者は技術的

性格のものであり､後者は経済的な性格のものである.

これにはまたーそれぞれの手段の人手丑の多少の問題がからんで くるか､丑

の問題は､つねに､いつ､どこで､ということと､つまり時ならびに場所と結

びついて現われるから､それぞれの項で見ることにする.

(2)技術的な雪国について 存在していてもその韓得が技術的な理由から著

しく困難であるように手段についても､多くのばあい.主体はその人手を辞め

ることになろう.ただ､技術は一般に可変的なものであるから､長期的には､

この技師の改昔のための努力が払われて､それか成功することはあり得る｡そ

れは普通に見られる現象である｡

丑鹿は､労働手段に客体化された部分とーその労轍手段を使用する主体の知

維ならびに技能との括体として存在する｡したがって､主体的にも客体的にも

あらかじめ準備されていることか必要である.

(3)埠所的な要国について 必要な物がその場で手に入らないとき､人はそ

れを探すため､他の場所に行 くことを余儀なくされる｡他の場所でうまくそれ

を入手できたとき､その場でそれを利用するばあいもあろうか､持ち帰らなけ

れば利用できないばあいもある｡この次元では､絶遠の暗軌と並んで採姓 ･捕

獲 .採掘といった獲得のための滝血かはっきり独立した活動として現われち.

このことはまた､時間要乗のウェイトか大きくなることでもある｡

(4)瞳別粒を豊里について 必要な手段がその時に手に入らないばあい､も
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しその必要がその時点での必要であれば､締めるほかないか､もしそうでなけ

れば手に入るまで待つばあいもある｡

ただ､このように言っても､もともと､ある関心対象の実現と時間要因との

対応関係はそれほど厳密なものではない｡たとえば食にしても､それが実現さ

れなければならない時点というものは､文字どおりの点ではなく､もっと巾の

ある時間である｡食以外のものになると､このことはもっと一見的に妥当する

ことになる.

そして､とくに食のばあいについて見れば､これの実現への要求は､規則的

な周期性4)を持っていて､その生掛 まつねに予見されている｡したがって､食

への関心の実現の手段も､直接に口に入れることの出来る形ででは食中の度ご

とに用意される必要もあろうか､調理以前の食料という形ででは､必ずしも食

中ごとに用意される必要はなく､1日ないしは数日分をまとめて用意するとい

うこともあろう｡さらに､食料という手段のばあい､地理的な条件によっては､

それの獲得か季節的なリズムにしたがって行なわれるから､予見は～ある程度

意誰的な行為とならざるをえない｡

日常生活を営むうえで生じる詩必要は､措じてーこのように､特別の能力や

努力なしでも.日常的な経験を通じて､誰によっても予見されているものであ

る｡こうして､

人間は､将来の日常的な必要を予見し､それに備えて準備することを知ってい

る｡さらには､洪水とか早魅とか､非日常的な状況にさいして生じる必要につ

いての予見も､ある程度は可能である｡

将来の必要に備えての埠偏は､塩基という形をとるばあいと､生産という形

をとるばあいとかある｡そして､多くのばあいは､生産したものを備蓄するこ

とになる｡このように､将来にわたっての必要を予見したうえでその必要のた

めに準備しようとする活動か､メンガーによって経済行為の基本的な特徴だと

されている ｢施行配慮Vorsorge｣に他ならない (S.57.59)｡

以上に述べた､生活上の関心を英現するための手段を埠備する活動は､いま

述べた先行配慮をもふくめて､いずれもこれまたメンガ-の言う ｢生蒔二ゝ凸型
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且 ｣である｡

(3) 欲求と手段の全件性 一 生活からの出発

人間の営みとしての (経済)が､この r生活への軽度｣と琵くかかわってい

ることは､疑いない｡実際､日常的な用語としての r経済｣は､こうした手段

の準備活動の全体を指しているばあいが､多い｡ところか､こうした手段の準

備活動のなかには､必ず､純粋に技術的 (工学的 ･長竿的)な活動がふくまれ

でいる｡というよりも､経済外的強制や市場以外の場面で.したがって､人間

同士のあいだでの手段の移転ではな く､自然との直接の関係のなかで (経済)

を見ようとするときには､上の軸備活頚別法､具体的な姿としては､ほとんどい

つも､技術的 (工学的 ･農学的) - 以下では､たんに r技術的な｣と呼ぶこ

とにする- な活動という姿をとって現われさえする｡隼草薙動と呼ばれてい

るものかそれである｡このことは､一般に く生)の営みが､生物主体と自然と

のあいだの物紫代謝の過程として維持され､遂行されるものであることを考え

れば､当然のことである｡生活のための手段の埠偏は.それ自体としては技術

的な活動であるほかないのだ｡

そのため､一般の人および娃清華の専門外の学者のなかには､生活のための

手段の準備活動の全体をそのままただちに (経済)と同一視する人か少なくな

い.あるいは､そうした活軌のなかで､技術的な部分と経済的な部分とを十分

に識別できないままでいる人か少なくない.上述の事情を考えれば､こうした

ことの起こるのも､理解できないわけではない.だが､やはり､経済過程と技

術過程とは2つの別個の部分である.2つの過程に現われる人間行為はそれぞ

れ別ものであり､おたかいに異なった次元の規範で支配されている.

さすがにメンガーはこの間盟についてもーきちんとした考寮を行なっていた｡

その上､彼は経済行為と希少性との関係についても厳密な牧師を加えている｡

そこで､今度はメンガーの所説を手かかりに､ (経済)を考えでいくことにし

たい.

メンガーにとってー ｢経済の出発点は､われわれのおかれている自然的 (社
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全的諸関係のもとでは法的)状況によって､われわれに直接に与えられている

財であ｣り､その r目標点は､享受可能な (われわれの欲望沸足に直接適した)

財へのわれわれの甫求 E)edarfの充足である｡｣(SS.60u.61)｡一見した

ところ_常誰的な見解がやや持ってまわった言い方で蓑現されているだけのよ

うに見えるかもしれないか､やはり､この中には､すでに彼特有の (桂済)哩

解のいくっかかーこめられている｡

その1つは_欲望のつかみ方である｡経済活動の起動力を欲望に求める仕方

はごく普通に見られるものであるか､メンガーが他の人たちと異なるのは､財

への霜求を引き起こす^間の駄哲か､個々E豊を蛙らL=やはな(_合体的L=とF'

呈与れ丑中ればならないという前礎を､はっきりと置いていることである.上

の叙述に先立って､彼はます､欲望にはヒエラルキーかあり､これを知って

｢より亜要な欲望を先に満足させ､重要度の劣るものを後にすることによって､

全体の目的 (われわれの生命と福祉の維持)を完全とはいえないにせよ可能な

かぎり完全に達成する｣ことかできるのだ､とする (S.58).さらに､全体的

にとらえられたこの欲望はたんにその時点で生じている欲望の全体であるにと

どまらない｡彼は､ r生命と福祉の全件にたいする配慮｣は､人をして ｢将来

の生活期間にわたってその補足を保証しようと気を配る｣ようにさせるものだT

と貰う (S.57).つまり､長期間にわたる (おそらくは､できれば一生涯の)

欲望全体が意味されているのである.人間の行為を (生)への関心から理解し

ようとする限り､メンガ-のこの主弓削ま重要である｡この主張は､ (経済)杏

たんに個々の個別行為の次元でのみつかみ得るとする立場を拒否するもので濁

る｡

第2は､前節でも紹介した ｢先行的配慮 ｣を く経済)の枚念展開の中軸にす

えていることである｡彼はt ｢生命維持と福祉の必要かつ十分条件Jは､ ｢問

題の欲望か出現ししだいそれを実際に充用できるように支配している｣ことで

ある､と言う｡これは.さきほどの引用文中の､ ｢出発点Jとしての財が ｢目

標点｣の財とそのまま一致している状態である｡ところが､ ｢われわれの欲望

の大多数は､それが直接に畳堵した後になってからその欲望満足に適当な手段
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を調達しようと配慮しても､それではあまりに遅すぎるJから､ rわれわれは､

その時々に直接に登場する欲望の大部分を過去の時期の成果で満足させ､また

一方で､釆たるべき時期の欲望 【の胡足]を保証するようにその時々に配慮し

ているのである｣.

これは､ (経済)のなかに睦問要菜を本質的皇室垣として持ち込んだことを

意味 している｡そして､その観点で見るならば､上述の "全件としての欲望"

も､具体的にはー一定の秩序をもって亜皿軸上にも配置されヱ上る飲里程を意

味していることになる｡ここでの時間は､欲望の生起という番卒の椛鹿晋薫と

_.なっている時間である｡これにたいして､ ｢先行配慮｣には､それの事前的な

予見とさらにそれにもとづく準備活軌の開始とかふくまれている｡これらは､

主体の能力と意志とに依存する部分が大きい｡したがって､ここでの時間は､

たんなる事実としての時間ではなく､車体が自らの能力と宜患上で決定旦左

側 1である.ここには､主体の理性的作用が問軌 こなる盈初の局面がある｡

しかし､同時に､この時聞要素は､けっして柚範的な時間経過を意味してい

るのではない｡これは､財か高次肘から直接の享受肘へと転形していくに要す

る枯肺的t=制約された晴間でもあることに注意を払う必要がある｡享受肘を支

配し得るにいたるまでに特定の時間か客観的に必要であればこそ､主体の予見

能力や､意志の合理性が問題になり得るのである｡

こうして､ ｢先行的配慮｣に関係する時間には.つぎの3つのものかあるこ

とになる｡(1)欲望の生起かその上に配置される時間､(2)生起か予見され､

その充足か決意された将来の欲望を充足するための準備活動が開始される時点

からその当の欲望の生起までに横たわっている "これからの"時間､(3)欲望

を直接に充足するための手段を確保するのに必要な技術的時間｡

第3に､これに開通して､メンガーにあっては､ ｢出発点｣の財と ｢目標点｣

の肘とを結ぶ一定の肘秩序の観念か注目される.それは高次財から低次財へと

肘を序列づけるものであるが､これによって､ く経済)はたんに抽象的な目的

･手段関係に解消されてしまうことなく､生産と結びついた具体的な姿を維持

し続けることかできるはずである｡この点では､ ｢出発点｣の財が交換のため
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の財であっても､事情は本賓的に同じことである｡

第4に､メンガーが欲望を全体的にとらえていたことと対応して､手段につ

いてもこれを全体的にとらえていたことを指摘する必要がある｡ r経済の出発

点は､われわれのおかれている自然的 (社会的諸関係のもとでは法的)状況に

よって､われわれに直積に与えられている肘であ｣る､という言明は､たしか

に､一見しただけでは "所与の手段で最大目的を達成する"といういわゆる

｢経済原則｣の表現と同じ形をとっているだけのように思えるかもしれない｡

しかし､彼が ｢出発点｣の肘を､じっさいには生産手段または交換手段として

とらえていた (SS.60u.61)ことは､この肘の田韻におけるft春作が当然のこ

ととして合意されていたことを意味している｡そしてそのことと､すでに述べ

たように､他方の欲望が全体的なものとしてとらえられていることとを合わせ

て考るならば､出発点における所与の手段は､けっして個別的な欲望と対応さ

せられているのではなく､その時点で彼か配慮すべき生活全体のために用いら

れるべきものであるとぎれていたことか､うかがえるのである｡人は､その財

に､ r将来提供される見通し｣の財を加えて､ ｢将来の生活期ru)にわたって満

足を保証しようと気を配る｣ (ら.57)ものだ､と彼は考えていた｡

(4) ｢経済の基本的な2方向｣ (メンガー)

前節の叙述は､まだ (経済)の出発点と目標とを説明しただけのものであり､

メンガーによれば､ ｢われわれか経済の本性を明らかにしようとするならば､

われわれは､ [人間の]活動の様態と､経済の､そのときどきの現実の出発点

からその目標へと至る過程とを､はっきりとつかまなければならない｣ (S.5

9)のである.

それでは､メンガーにとっての く経済)とは何か.彼は､これを主体的な面

と客体的な両とに分けて考察する.まず､ ｢現実の経済はすべて､主僅岨金華

算の観点からは配分的な活動 dispOSitiveTatigkeit5)である.それはー1人

または1グJレ-プの人にとって, ･･････支配しうる財 (彼らの支配しうる､自己

および他者の労働給付を含む)に - しかも本質的には技術的生産および交易
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という過程をとおして 一 日分たちの究極的な肘需求の確保という方向と目標

とを与える活動なのである｣､と｡

ただ､これは rそれ自体では謹清とはいえず｣､客体的側面と ｢不可分に結

びついて｣､それとともに ｢経済という同一現象の2っの異なる側面｣を構成

するものである｡そしてt r客体的な考察の観点から_は､現実の経済はすべて､

1人または1グルー7'の人に,--･提供されているか将来提供される見通しで､

配置されている財と (自己および他者の)労働給付の総体である｣と述べられ

ている (S.60)｡

ここでのメンガーの力点が く経済)の主体的な側面の強調にあるとしても､

客牧的な手段としての財とのつながりの指摘は､ロピンズの抽象的な手段概念

と対比させるとき､おおいに興味かある｡メンガーの方法も分析的であ卑けれ

ども､やはり分析の出発点がロピンズと較ペるとずっと根源的であることか､

この違いをもたらしているものと言えるだろう.

つぎに､メンガーは出発点から目標へと至る過程としての具体的な く経済)

のうちに2つの基本的方向を分析してみせる.その 1つは､支配し得る財か十

分なばあいであり､他の 1つは､支配し得る肘が不足のばあいである｡前者が､

｢技術的-経済的な techTIisch-okonoDisch｣方向と名付けられ､後者か､ ｢節

約化の sparende(okDnDnlisierende).J方向と呼ばれている.

(節約化)の方向というのはすぐ分るとしでも､第1の方向である技術的一

提訴的な方向とは一体何を意味しているのだろうか｡彼によれば､ ｢将来の期

間にわれわれに支配可能となる享受財というものは､その少なからぬ部分か､

直接に支配可能な生産手段から享受財へと進む財生産の成果を予想したもので

ある.しかも多くの財のばあい､生産要素かすぐ享受できる財にまで進むには

多様な段階を経なければならない｣(S.73)｡とすれば､立並地 の支配LR

良_虹がいかに+骨にあ_ち_はあい_でも_､ ｢究瞳的な財需求を鞘たすペく生産手段

に目標と方向を与える､配分的な括軌の必要性か､われわれの前に現われる｣

ことになる､と言う(S.73). ｢人間の営為のこの方向 (こうした配分的な活

臥 およびその活動に条件づけられる認識活動)｣か､彼の言う ｢技術的一経
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辞的な方向｣である(S.73).

このばあい､主体にたいして要求される経済的な記砧および行為とは､具体

的には､

(1)特束の故習の予想 (唖期と丑､場所と時間)､ ･

(2)欲望充足のために支配しうる室生姓の認稚 く種類と丑､支配可絶となち
I

場所と時脚)､

(3)それだけでは充足できないものと､それの生産手段とについての語族､

(4)支配しうる生産手段 (技術的な労働給付をふ くむ !)にたいして目標と

方向を与え､われわれの究権的な財需求を場所､時間さらには丑､柴とも

に適切に充足しうるようにする､配合的な行為､

を指している(S.74)｡

つまり､メンガーにあっては､ ｢希少性｣とは無問係に存在し得るものとし

て経済ならびに娃辞行為か理解されているのである.

それでは､第2の方向である節約化の方向について_メンガーはどのような

説明を与えているだろうか.彼はまず_この方向が生じる原因として一事受手

段または享受手段を作り出すのに必要な生産手段を､ ｢われわれが先行的配慮

を行う期間についてみると十分には支配できないという事情｣を指摘する｡そ

して､こうした事情のもとでは (むしろ､じっさいには､こうした事情が支配

的なのだが)､第1の方向はもう1つの配分活動と結びつく必要かある.つま

り､ ｢われわれは､直接に支配可能な財を､ - - [再求の充足]を､完全に達成

することはできないまでも､可能なかぎり完全にこの成果を達成するように使

用しなくではならないのである｣｡これか､節約化 (経済化)の方向である(S.

76).

この第2の ｢節約化｣の方向のばあい､主体にたいして要求されるのは､つ

ぎのような行為である､

(1)第1の方向の (1)に加えて､それら欲望の相対的な意轟 (生活と福祉に

対する)の認蕗､

(2)の享受肘については､その丑についても可能なかぎり厳密な認砧､
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であり､その上､新たに､

(3)享受財を､喪失や損傷から守ろうとする努力､

(4)個々の欲望充足をできるだけ少丑の享受肘で達成しようとする努力.

(5)不十分な財については､それを､まず重要な満足行為を確保するために

役立てようとする努力｡

やや意外なことに､メンガーによると､第1の方向と同じく､この第2の方

向も単独で現われることか出来る､という｡それは､ ｢経済活動を行う主体に､

彼の霜求を満たすのに必要な財が､自然や他の原因によって享受可旭な状態で

提供されるか､その丑は十分とはいえないのにt生産の技術はまだまったく知

られていないというようなばあいである｣｡かなり分りにくい表現だが､これ

は､欲望にくらペてそれを充足する消柴肘か不足しているばあいで､しかもこ

の洞柴財は生産によっても交換によっても入手できず､ただ天然にか他の原因

によってしか入手できないものであるはあいには､第1の技術的経済的方向は

働かず､第2の節約化の方向のみが現われるというのである｡

｢そして両者が現実の経済において通常は同時に生じているのは､もっぱら､

この両方向をひきおこす諸原因が人間経済において､実際にはほとんど例外な

しに同時に生じている,という串憎の結果である｡｣

ボラ-こか注目したように､メンガーはこのように､希少性に由来する経済

行為の在り方を (経済)の本東町なものとは見なさなかった｡彼にとっては､

ただ個々の具体的な撞済行為か ｢じっさいにはほとんど例外なしに｣希少性の

存在によって条件づけちれているというだけのことだったのである6)｡

こうなると､当然､第 1の方向の意味が大きくなって来る｡それとともに､

本茄最初に紹介したメンガーによる娃折理解ともからんで､メンガーにおいて､

経済と技術の関係はどのようにつかまれていたか､ということが問題になって

来る.次節でそのことを見よう.

(5) 経 済 と 技 術

メンガーは､経済と技術とか事実上密接に結びついて現われることのきいの
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を承認しながらも､概念としては両者を峻別し､読者にたいしては両者の浪岡

を繰り返し戒めている71｡

披はまず､ ｢並鮭的畳軌｣という概念を持ちだす. ｢技術的に労触すること

technischarbeitenと蛙済括軌を行うこと virtschaftenとは､ 2つの本

質的に異なる現象である｡経済活動を行うことなしに大いに技術的に労働する

こともできるし､逆に､技術的に労働することなしにきわめて合目的的に経済

活鮎を行うこともできる.｣ (S.62)8)

さらに､ ｢結節的生産 Jという概念も出てきて､ r些連盟旦塵｣は ｢適当な

肘占有によってわれわれの欲望前足を保証すること｣であるのにたいし､ ｢塩

析的年産の目接は一定の生産物の製造であ｣って､ r財布求の確保ではない｣､

と主張される｡この観点から､ ｢技術的生産｣は､ ｢経済に奉仕しているだけ｣

のもの､ ｢外面的で､人間の経済的努力に付紐するにすぎない運動｣､ ｢客体

的な意味における経済の現象｣であるtと性格づけられる (S.63)｡

生産そのものについてメンガーは､ ｢いかなる肘生産もまた､ - -われわれ

か直接に支配する肘の､結合や分離にすぎない｣(S.60)と､理解していた｡財

の ｢生産Jが財の ｢#合や分離｣であるというこの言明はいささか唐突で､そ

の具体的な内容はつかみにくいかも知れないか､それは､彼によって ｢配分的

活動｣9)に属するものとされる｡そもそも､ rわれわれの欲望満足の保証に､

つまり経済の目標の達成に向けられたわれわれの努力の活動全体｣か. rたん

に配分的な活動にすぎない｣(S,60)というのかー彼の考え方である｡

経済の本巣を明確に浮き立たせるために､神経異なまでに経済的なものと技

術的なものとを弁別しよう一とするメンガーのこの態度は､やはり く経済)を人

間の主件的な認識と行為に強く引きつけて理解しようとするオーストリア学派

の創始者のものであった｡私もー基本的には､接辞と技術との区別についての

メンガーの考え方を採用することにしたい｡ただ､舷の鋭明はいささか分りに

くいのと､彼の ｢技術｣というタームは通常とはやや異なった意味でも用いら

れているので､つぎに､私自身の説明を試みることにしたい｡

さきに (第2茄で)､私は､ く経済)を ｢生活上の関心を実現するための手
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段を準備する活軸Jと結びつけた.それならば､ひとは､この r生活のための

手段の準備活動｣のうちに､どのようにして経済的なものを認識することかで

きるだろうか｡形式的に考えれば､この準備活動のなかから技術的な括軌を捨

象してしまえば､そのあとに経済的なものか､あるいは少なくとも経済的なも

のを濃厚にふくんだ過程が成ることになり､それを観察すればいいということ

になりそうである｡だが､じっさいには～この方法では分りにくい｡それは､

視覚的にとらえやすい技術的過程を捨殺してしまったからである｡だから､む

しろ逆に､上記の活動甲うち技術的な過程の側面だけを残して他の側面を捨象

してしまったとしたら､はたして技術的な過程だけが自立した過程として営ま

れることが出来るだろうか､という('あいに問題を置きかえて考えた方が､両

者の関係ははっきりする｡

すぐに舟るように､それは不可旭である.技術的な過程も､もちろん目的を

もっている｡しかし､何を生産するか､あるいは何を摂待するかということ､

一般的な表現を用いれば､何を準備するか､しかもどれだけの丑を準備するか､

というこの技術的な過程にとっての目的は､この過程の外から与えられざるを

得ない｡その上､その日的がいつまでに達成されるべきか､という条件がそれ

に付け加えられているのか普通である｡この条件か満たされそうにないはあい

には､この技術的な過程そのものかスター トしないはずである.このように見

ていくと､じっさいには､推術_的な調程を竜配し_こ九を包む髭で､しか_ち_班

ったり平行Lながら､いまひとつ抽象的な過程か進行していることに気づくは

ずである｡この抽象的な過程を見るためには､その意味を理解するしかない｡

言い換えれば.この技術的過程を支配している主体がこの過程をスタートさせ

た目的を知る以外にはないのである｡そして､この細魚的な過程は､生活のた

めの手段を準備する過程を粗紐耳鼻連動にはかならない｡

同一目的を達成し得る視数の技術的過程が存在するとき､そのうちどれを採

用するかということも.やはり技術的な思考の守備範囲外のことである.この

とき､これら複数の過程のうちからどれを選ぶかを決定する考量は､一方では､

それぞれの技術的過程のもたらす成果 (それによって確保される手段の巽､技
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術的な安定度など)のほかに､意図せざる副次的な効果 (正負ともに)を#G,令

した判断としてなされるし､他方では､同一の成果をもたらすにしてもーそれ

ぞれの困難さの､あるいは同じことになるが､それぞれのばあいに主体が払う

犠牲の大きさのそれぞれの比較に基づいて､行われることになる｡

たとえばーある目的地にある時刻までに到着しなければならないときに､ど

の交通手段を用いるか､という間煙､あるいは､長英において､ある一定丑の

農産物を生産するのに､土地 ･労働 ･資本が異なった組合せになっている諸生

産方法のうちからどれを採用するかも､皆､こうしたはあいである｡

まとめて言えば､技術的な生産過程を組織するものは.経済 (行為ー活動､

考丑､過程)であり､それは､具体的にはt

1) 技術的な生産過程に目標を与える (産出量.産出の時､場所など)

2) 目標に至る技術的経路か枚数存在しているばあいには､そのなかから1

個を遊 びだす

3) この生産過程に投入される各生産巽東の投入丑を決定する

ということから成り立っている.もちろん､この3つの決定は､それぞれに独

立して行なわれるわけではなく､相互に影響し合って行われることは､当然で

ある.

(6) 結論 - ｢経済活軌 J とは

このように見てくれば､われわれは､ここで取りあえず､経済活動を ｢生法

のための物的手段の鞄店を紺地する活動｣と定義してもいいはずである｡それ

は､合目的な活動である｡

｢生産活動｣としないで ｢準備｣としたのは､特定の個人あるいはグルーブ

にとっては､物的手段は変換 ･貫的 ･凍寒など生産以外の方法でも入手できる

から､軽蹄を一般的に定義しようとするばあいには､そのような人手方法をも

ふくみうるようにしておく必要かあるからである.

さらに､ ｢取りあます｣と言ったのは､ r物的手段｣に限るべきかどうかと

か､希少性条件をどう考えるかとか､なお吟味しておくべき問題点が､残って
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いるからである｡

第 1の問題点は､ ｢生活のため｣というように目的を限定するのか妥当かど

うか､ということである｡すでに見たように､ロピンズは経済の目的のこのよ

うな限定には反対で､戦争さえもふくめるべきだ､と主張した｡そのために､

紋の ｢目的｣はまったく抽象的なそfLであった10)｡

この点については､私は､やはり く撞済)は人間の基本的な生活と結びつけ

てつかまれるべきであると考えるか､ただ､そのさい個々の活軌をその唖頬ご

とに調べて､それぞれに経済的か､非経済的かという一般的な性格づけを与え

る考群方法は､それ自体が不適当である､と思う｡

むしろ､それぞれの目的が､ある程度長期の展望のもとにある ｢生活｣のな

かに､言い換えれば r先行的配慮Jの村井となっている r生活｣のなかに､組

み込まれている限りで､またその程度に応じて､経済的な性格を帯びると考え

るべきであろう.

第2の問題点は､ ｢物的手段｣に限るべきかどうかということである.この

ばあい､ ｢物的手放｣のなかには､有体物以外に､奄気や熱などのエネルギー

もふくまれることは当然であるとしよう.主要な問題は､労働または労働によ

るサービスである｡

これに関しても､前節で見たメンガーの ｢技術的労働｣に関する説明か役に

たっ｡すなわち､その労働の効果か直接にその労働主体の欲求充足を意図され

ていない奴隷労働や貨労t削ま､技術的労助として､他人の欲求充足のための手

段となる､というものである｡

したがって､ ｢物的手段｣以外に他人の労働によるサービスをもふ くめるこ

とは間退なかろう｡ただ､自分自身の労t削まどうかという問題が洩るが､これ

については､他人の労働サービスのもう少しつつこんだ検討とともに､後の考

察に委ねることにしたい｡

第3の間増点は､ロピンズかしたように､手段の希少性やその手段の用途の

代替性を定義のなかにふ くめるべきか､どうかということであるか､メンガー

かすでに明らかにしているように､それは不必要である｡ただし､ (経酌 か
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現実化する具体的な条件のなかでは､経済行為の仕方を規定するものとして希

少性かきわめて重要な役割を果たすことは間違いないから､より具体的な考察

のなかでは､これを欠かすわけにはいかない｡

このように考察を進めてくると､経済活動について､はじめの走藻よりも､

r生活のための車座 胤 および労馳サ･-ビス)の準備を紺拙する括曳山 とい

う定義の方かより故事された走藻であることになる｡

ここで､ r組拙する活動｣という吉葉は､いくぶん熟したりない言葉である.

普通に経済活動と言うとき､われわれの日にすぐ浮かんで乗るのは､生産､交

換､運輸など､人間の活動の結果としての､物的なものの場所の移動とか､変

形とかである｡しかし､それらは､じつは､経済的なものの片辞をもふくんで

はいない｡これらの過程は､その過程にふくまれている.財の支配者の変更と

か､日的実現への接近とか､その過程を支配する主体によって安岐を与去られ

ヱはじめて､経済的なものと成るのである｡したがって､ r組拙する活動J と

いうのは､この客鞭的な過程が持ち得る意味を媒介として､主体が､この過程

を準備し､運行する活動を､指しているのである｡

ただ､ r経済｣という語のばあいになると､上のような主体の活動だけでな

く､その主体によって与えられた意味によって統合された一定の柵成をもっ財

典合を_指すばあいがあっても掃わない｡前者は､本葉であり､後者は素材で

あり､外皮である｡それは､あたかも､肉体を離れて人間か存在し得ず､さり

とて､肉体だけでも人間的であり得ないのと同じことである｡

(経済)の定藻をめぐる問題のこれ以上の牧村は､経済本質論の具侍的な展

開である以下の叙述のなかで行なうことにしたい｡
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I) ここで言う ｢叫親同士の客観的なっなかり｣か､自然科学的な意味での 因果連関

だけでな く､人間行為の意味的な因果連関をもむしろ主要な部分としてふくんでい

ることは苫うまでもない.この間n-についてこれ以上立ち入ることはしないか､こ

こでの私の考え方は､基本的には､マックス ･ウェーバーに依拠している (｢社会

科学および社台政坪の認織の r客観性』 ｣出口弟適訳､河出番冴新祉 r世界恩恋教

養全姓 第18巻11962年.所収､および､ r社会学の根本概念｣滑水班太郎訳､者

政文畑.1972年).

2) システム論では､こうした中森群のことを ｢システム｣､個々の中森を ｢システ

ムの要講｣､関係の典合を rシステムの珊造｣と呼んでいる｡GeorEKlaus(hrsg.

von).WorterbuchderKybrnetik,Berlin.1968の各項目を見よ.また､DskarL

a71ge.地 i rozyoj_V_S叶吐IecyberTletyki_,Warszava.1962.str.4,26(

英語訳_馳8_1皇S"a71d_parts-_a__且印eraltheory｡fsystembeha_vip__u工.tr.1)yEug

eT]iuszLepa,Per名aJMnPr.,1963);W.RossAshby.A榔
netics.Londorl.1961,pp.40and122(篠崎 ･山崎 ･銀杯訳 rサイバネティクス

入門j宇野書店)をも参照｡

3) カール ･メンガーも一つぎのように指摘している､ r究庵的な駄盟を淵たすのに

正綾に役立っ (そのまま事変できる)肘を.その欲望か現われ次第､その種班と程

度,さらに時riqと場所についてもまったく思いのままに支配できるものとすれば､

あらゆる撞折 Wirtschaftの必然性は失われてしまうであろうJ (CarlHe71Eer,堤

rundsatzederVolkswirtschaftslehre,2.Af1..1923,S.73､ 八木紀一郎他訳

r一触理論撞折半 11みすず昔防､1982年)｡ [以下_メンガ-の同番からの引用

は_本文中で原文のページ数を示すだけにする.訳謀にも原音の対応ページ数が記

されているからである｡1

4) この周期性は1日のうちの何回かの繰 り返しと､1日を単位とした単調な法り返

しとの2っの部分からなっている.

5) ここで邦訳者によって用いられている ｢配分｣という日本語は､のちに本番で中

心的に論L:られることになる r配分Jとは､意味の上でずれをふ くんやいる｡前者

の原語は 一Disposition'であり.もともと ｢処分｣を意味している｡これにたいLt

後者の意味を表わす英語および ドイツ語は､それぞれ ■allocation'および IAllD

kation'である.ただ.メンガーかこの文脈で L:っさいに思い描いていたのは後者

に近いことであったであろうということと.他に適当な訳語が見当らないという理

由で､邦訳者に従った.i:っさい､彼は､少しあとの方で_ ｢最終的に財甫謀を満

たすように支配可位な肘に方向と目標とを与える｣ものとして ｢配分的活動｣を規

定している｡

経済学の歴史の上では､前者 (Disposition)が典作的な内容を横持したとき後
ヽ

者 (al】ocati叫 の概念か出来る.と解することか出来よう｡そのあたりの餌付に

ついては､杉原四郎の r経折原論 JJlか､ディル}/ (CharlesWentvDrthI)ilke,

1789-1864)に依拠して ｢処分可枯な時間 disposabletiEbeJについてのは論を屈
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unしたマルクスの r経済学批判要綱』を論じていIr､示唆的である (杉原四郎 r経

済原論 Ⅰ- ｢経済学批判｣序説J同文館､1973年､第2章 r経済本質論の展開｣

節1節 ｢時脚の珪肺｣を見よ)｡

6) ところで､メンガーによって与えられた経済のこの2つの基本方向を､ ｢メンガ

-に別 ナる経済の2つの意味｣において､その一方を ｢英休的 substantiveJな意

味､他方を r形式的 fomalJな意味､と理解して見せたのは､他ならぬカール ･

ボラ-ニであった｡彼は､通常の糧蹄学か'F177着の意味を無祝した結果､後者のみが

人間娃済の好適的意味として定著したことを非難する立場から､メンガーのこの

(経済)理解を ｢正雁無比｣なものとして､きわめて荊く評価する｡なぜなら､彼

によると､メンガーはt経済の2つの基本的方向はお互に独立して現われることか

可能であるということから､ r経済的ということを意味する希少性は､人Fftlの暮ら

し一般の現象をすべて説明するほど督退化されうるものではないという結論を引き

だした｣というのである (玉野:jF訳､徳和番､336べ'･/7).

ポラーこかロビンズ批判としてメンガーのこの (経済)理解を援用していること

はfLU追いではない｡しかし.メンガー理解としては不正確である.節1､メンガー

は r経済の2つの基本的方向Jと言うとき､それはけっして r娃析 ｣という語の丑

味を間跡こしているのではなく. (経済)の現実の現われ方のことを言っているの

である｡そのことから.邪2に､この2つの方向の一方を r実体的J､他方を r形

式的｣とすることもできないことは明らかだ｡可I英､本文中でも紹介したように.

メンガ-は珪肺の ｢節約化Jの方向が r経済の技術的｣方向と結びつかないで単独

で現われるばあいのあることも指摘している｡第2の方向か控軒の形式にすぎない

とすれば.どうしてそれだけで具体的な現罪になることができるだろうか｡したが

って､メンガーの冨う ｢経済の2つの基本的方向｣の一方を ｢形式的｣､他方を

｢実体的｣という形で性桁づけることも妥当ではない.また､一方か他方よりも_

より普過的であると理解することも正しくない｡

ポラーこのこの主張は､ドール トン絹の ｢メンガ-に別 ナる娃蹄の2つの意味｣

とピアソンiLr'の F人朋の珪肺.1のなかで行なわれているが､いずれも､彼自身によ

って完成された論文ではなく､それ自身完成度も低く､とくに前者は原文を入手し

得ていないので_細部にわたる批評は差し控えたい. (参照 :KarlPロIanyi, c̀ar

l恥nger'stwoa)eaningsofec蜘 'ill:GeorgeDalton【ed.].Studiesjne

帥 印,1971[玉野非芳郎訳および解題 rメンガーにおける経済の

2つの恵昧｣.所収 :同 rエコノミーとエコロジーJみすず谷原_1978];PoLanyi,

"ThelivelihoodOEJDan",ed.byHarryW.PearsOn,1977【玉野非芳郎他訳 r

人間の堤iHj岩波書店､1980コ 第2牽).

7) メンガーにおける ｢技術｣の意味は､通常われわれかこの語を用いているばあい

よりも広く.生産技術に限られてはいない｡

8) メンガーはそれを具体的に､次のように説明している､(1)芸術家や学者 一 技

術的にすぼらしい成果を上げるがtそのさいに経済的な目的を追求しはしない､(2)
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奴隷 一 技術的に労働するか､経済活動はまったく行なっていない (奴隷自身お

よびその労地力か他者の肘であり.他者の軽軒の対牡である)_(3)菜食労触者 一

技術的労勘を他者の経済のためにし､その間撞済活動は行なわない (かれか蛙軒活

軌を行なうのは､自分の肘笛-1求を析たすためにその労働給付を売却することによっ

てである.)､(4)企菜案 ･主抽 一 技術的労働に加わらないか､蛙済行為を展開

する (財布求を耕たすことを目標にする配分的清新をする宕菜として)､と(S.62).

0) 前節の注を参照.

川 ) 軒1茸を参J帆｡
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男等ⅠⅠ辛JS 行 為 と L て の 経 済

第Ⅰ部で､人間生活のうち､物巽的手段 (広義)によって制約

されている側面の順調な進行を租税することをもって (経済)の

木巽的な規定とした.

この第Il部では～そのうち､さらに希少性という条件によって

制約されて現われる経済の側面をとりあげる｡それが､配分であ

る｡配分は､1佃の主体の行為として現われる.しかし､このこ

とをもって方法的情人主濃の立場を示すものと解されてはならな

い｡方法的個人主糞はーこのような個人の行為からの前群によっ

て､これら行為の相互作用としての1個の社会を構成し得るとす

る立場であり､それは､私の立場ではない｡

社台構成の問題は､まったく別個に考案されなければならない｡
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角等 1 牽 人間 と 自 然 ､

お よ U l' ｢経 済 原 月rl｣ 日

(1)人間生活の客観的側面

人間生活の営みを思い切って対象化して見るならば､これは1個の生命有機

体の自己運動である｡生命有税体は､これをひろく系 (SysteJ))の概念のなか

に包摂してとらえることかできる｡このとらえ方によると､人間の生活も､人

間という非常に故雑で高次の系 (以下､ r人間系｣と呼ぶ)の自己運軌である｡

人間系は自然環境全体 (｢自然系｣)の1部をなすと同時にそれからは相対的

に独立した系であるか.この系の維持は､外部の自然系とのあいだの勃発代謝

を基礎的な条件にしている.一般にt生命過程は､この物質代謝を通じての自

己維持 ･増殖過程である｡

人間系について見れば､この物貿代謝は､人間系と自然系とのあいだの運動

ならびに人間系内部での運軌の2つの運動を通してなされる｡自然系は多種で

あり､また変化をするので､人間系の内的運動はたえず撹乱をうける.この撹

乱か迎勤のなかで吸収されて消滅するならば､この人間系は､自然系のその多

様性､その変化に適応した､と言われる.いっぽんに高等な生物ほど､系の内

的運動の安定性の回復力か､つまり適応力が強 く､したがってさまざまな環境

のなかで系の運動を維持していくことができる.

人間系は､また､個々のそれか典まって1つの社会系を構成している｡自然

系とのあいだの運動のかなりの部分は､ この社会系を通してなされている｡し

かし､社会系もまた.個々の人間系にとっては外部環境であり､ここにふたた

び適応の阿漕が､個々の人間系と社会系とのあいだに成立することになる｡

入坑の進歩と言われるもののなかで生産力の発展は､社会系の自然系への適

応力の増大を意味し､人類が自然との関係で社制約性を脱して普連性を獲得し

ていくことである｡社会系それ自身の内的運動の安定性の増大か､そのさい大

きな役割を果たす｡個々の人間系の社会系への適応力の増大は､社会関係のき
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横位との関係で､個々の人間系か普逆的な存在となって､環境としての社会系

の制約から相対的に自由になっていくことを意味する.人間系の内的運酌の安

定性の増大がーこのことを可能にする｡

個々の人間系と自然系とのあいだの運動､および社会系と自然系とのあいだ

の運軌を通して､自然系の内部運動も撹乱を受ける｡この撹乱か自然系の運動

の内部で吸収されてしまうならば､人間系 ･社会系と自然系とのあいだの運動

も安定した形で続 くことかできるが､そうでなければ､それは不安定となって､

少なくとも恒常性を失うことになる｡そのことはtけっきょく人間系 ･社会系

の内的運動にたえず撹乱を与え続けることになる｡生産力の発展はー人間を自

然の制約から解放することになるか､同時に､人間社会の客観的な存在基盤を

掘りくずす可能性を大きくする｡

つぎに､上の過程を人間の脚からとらえなおすならば､人間系の運動とは､

人間の生活のことにはかならない｡人間の生活は､活動とそれを通じての充足

の過程である｡睡眠と食 ･衣 ･住等の基本的な欲求の充足､およびそのための

労轍が､中心である.それは.自然的存在としての人間の自己保存の括軌でも

ある.基本的な欲求を恒常的に充足し得るとき､人間はそれだけ自然の制約か

ら自由になっている｡文化的欲求は社会的存在としての人間にとってのもので

あるから､それ自体は自然的存在としての人間のあり方から直接に出て来るも

のではなく､かなりの程度､人間社台のその時の状況に規定される｡だがその

社会内の個人にとっては､やはりひとつの制約である｡ただし､この制約とし

ての社会的欲求の充足は､それだけ制約からの脱却を意味し.そのあとには､

相対的に自由で個性的な文化的価値の領域か開けて来る｡それ自身が個性的で

ありながら､自然にたいしても､社食にたいしても大きな適応力を保持し発展

させ､その意味において普逆性を摂待していく､そこに人間の自由の進展を見

ることかできる.

(2)活動の過程と充足の過程

人間の生活は､2つの異なった側面から､ただしその両面を統一しつつ､見
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ることが必要である｡

第1の側面は､活動の側面である｡人間の生活は､その基礎周期24時間をと

ったばあい､このすべてを括軌の連続と見なすことかできる｡そのなかで基本

的なものは､睡眠 ･食事 ･労働である｡このうち睡眠はt人間の対外清新 ･内

部活動の部分的休止であるか､生命体の維持あるいは人間の活動の再生産にと

って直接の役に立っかぎり､それなりの清新と見なしてよい｡食事は､おなじ

く､生命体の維持に直接の役に立っ活動であるか､睡眠のばあいにはそのため

に特別の肘を必要としないのに､食中の活軌は食物という肘を必要とするとい

う点で異なっている｡

これにたいして､労働はー生命体の維持 ･人間活動の再生産に不可欠の括動

ではあるか､労噺によって財か作り出されたというだけでは､人間にとって現

実に役に立ったというわけにはいかず､そのためには､必ずその財を直接に利

用する行為によって補完されねばならない｡この意味で､労轍の役立ちは間接

的である｡ただし､食事のばあいも､見方を変えれば.労働の延長として､ま

だ必要充足過程そのものではない､と見なすこともできないではない.そうす

れば､人間活動の基本は､睡眠と労働という2つの形態に単純化されることが

できる｡前者は人間活動の再生産に直接の役に立ち､後者は間接の役に立っ｡

しかし､両者ともに自然に制約されてなされねばならない必然の活動である｡

ただし､いまここで述べているのは ｢充足｣､ r活動｣､ r労働｣のタームの

問題ではなく､それらの概念を流動化することによって見えてくるそれらのあ

いだの連続性ならびにそれを基礎とした人間生活の統一性の指摘である｡

人間生活の第2の側面は､活動の過程と同時に進行する必要充足の過程であ

る｡必要充足は労働によって獲得された財を享受することによってなされ､そ

れ自体としては独立に時間を要求するものではない｡もとより､必要充足とい

えとも時間過程のなかで行なわれるしかないのであるか～食物の享受は､活動

期間中､その活動に応じでのエネルギーへの転化という形で､衣類の享受はt

24時間中おなじものをまとうという形ででも､あるいは､睡眠中は寝まき､労

働時には作業服というぐあいに､活軸の形態に応じて著替えるという形ででも､
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なされ得､住居の享受にしても､ただ1つの部屋を睡眠 ･食中 ･仕串に用いる

こともあれば､それぞれに別の部屋を用意することもあるのであって､結局､

必要充足は､清新と直接的にか間接的にか結びついて進行する過程である｡

したがって､人間生活は､別一刻､活動と充足との同時的な過程として進行

し､両者のそれぞれの中身か､人間の生活の質を規定する｡生活の充実といわ

れるものも､結局はこの点にかかわり､ふつうに言われる狭い意味での生活水

準は､生活の質の1つの構成部分として､肘による必要充足の側面のみに関係

する｡

とにかく､生活過程を時間で切って見ればーそのなかでは､活動と充足とが

1個の全体としての生活を形成しているはずであるか､活動と充足との関係は､

それだけではなく､労働という活動か､充足手段である肘を珪供し､他方この

充足によって､また活動か可能になるという関係としても現われてくち.とく

にこの点で､人間生活の2つの側面は､切り離しがたく結びついていち.

人間にとっての第1の必要は､生命体の直接的な保持のための必要である｡

生命体の本】削ま活動にあるとすれば､24時間とにかく何らかの活動をするため

の必要か､人間にとってまず充足されねばならないものである｡他方でこの必

要を充足するための財は一括軌によって得られる｡睡眠かなければ労働はあり

得ないという意味で睡眠と労働とをコミにして活軌と呼べば､両者の相互依存

関係かはっきりする｡活動のための充足､充足のための活軌､そして両者の扶

-か生活である.生活の全件健のなかでは､目的と手段､原田と結果､という

関係も固定したものではなく､相互移行的なものである｡

そして､ここで重要なことは､生活過程の統一性をば､活動と充足との両過

程の同時並行的な進行ならびに両過程の相互依存関係によって理解するだけで

は不十分で､活動過程に固有の必要の充足の存在と､この必要がその他の必要

と耗合されて1個の必要措体を形作っていることとを見なければならぬ､とい

うことである.たとえば､睡眠は､その活動自体が充足過程と見られないこと

もない机 それは別にしても､寝ているあいだの寒暑 ･新物の危害からの防御､

あるいは静穏､安眠できる⊥上血等が加われば､活動として見たばあいでも､
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その活動は十全な活動となる.労働にあっても､危険の少ない条件､滑潔な環

境､働きやすい条件ー身体のリズムに合った作業の仕方､主体性､創造性の発

揮など､この活動に国有な必要がある.労働の過程は､労働の目的と切り離し

てみても､十分にせよ不十分にせよ､とにかくこうした必要の充足と同一の過

程として進行する｡しかも､これらの活動にともなって生じてくる必要は､同

時並行的に充足されねばならない必要と無関係ではない.一方で不潔で危険で

単調な労働をしなからt同時に他方では､立派な衣服をまとって山海の珍味を

エネルギーに変換するということは､それ以外の労働条件をもとめることか無

理だというばあいで馴 ナれば､一般的な設例だとするわけにはいかないだろう.

少なくとも､この主体は､自由意志でそのようなやり方をするにせよ､それに

先立って､括軌こ固有の必要とそれ以外の必要とを､必要全体のなかで相互に

比較し､それらの必要の充足手段をも勘案しなから､充足順位をつけているは

ずである｡統一された生活過程をこのようにつかむとき､活動形態かその生活

の形態を､充足内容かその生活の紫あるいは厚みを形成するものだ､と考える

ことかできよう.必要という概念の中身も､これまでは労助とはまったく切り

離された享受と岩びつけて､あるいは肘の胴梁とだけ結びつけて理解されるこ

とか多かったのであるか､以上のような理解に立てば､活動における必要とい

うものも十分に考慮に入れなければならないことになってくる｡

さらに具体的に見てみよう｡

(3)括軌と充足における自然制約性からの脱却

生産力がきわめて低い段階のばあい､人潤の活動も必要充足も､ともに自然

によって強制されたものとして現われてくる｡必要を満たすための肘を獲得す

る活動は労鋤として行なわれるが､おそらく人riJJにとって第1の必要を満たす

に足るだけのものを獲得するのに長時間の労働が必要であり､それか睡眠の活

動と飯食する事態がしばらくは続いていただろう｡そこでは､充足過程も､睡

眠 ･労働の活動過程も､ともに日掛こよって死をもって強制される過程である.

睡眠かたんに生理的な無意経的行為として行われ､必要の充足が主観的な欲望
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の荊足という形をとるという違いはあるとしても､人間にとって選択の余地の

ない自然必然的な過程であることについては､労働とのあいだに何の違いもな

い｡

それはともかく､これらの自然必然的な過程も､まかりなりにでも一応果さ

れれば､その瞬間には､人間は死をもってする自然の強迫からは自由になる｡

だが一つぎの瞬間にはふたたび新たな強迫が始まる｡しかし､人規史のある段

階で､おそらく偶然を利用しなから､人環はこの自然必然性からの脱出に1歩

だけ成功することがあったはずである｡それは生産力の発展によって行われる｡

これまで満たしていたのと同じだけの必要を満たすための財を生産するのに､

これまでよりも短い労働時間ですむことになる｡余分になった活動をどういう

形態に振り向けるか｡ここに､かすかながら自由の領地の端緒か出現して来る｡

いちど獲得された生産力の高さが不可連なものであれば､この自由の領地の鵡

拝もまた恒常的なものとなる.この段階で､彼は､最低限の生命の維持を果た

したうえで､それだけ自然の制約から抜け出て､つぎの必要を遇びだすのに､

いくらかの遇択の巾か与えられることになる.食物の丑を噌やすか巽を良くす

るか､衣を優先させるか住を選ぶかーそれともまたもっと十分に眠ることにす

るか｡

さらにさらに生産力が増大し､労触生産性かずっと大きくなると､これまで

の生活水難を維持するだけのための活動時旧=まーさらに少なくてすみ､余分な

活動時間か生じてくる.このような余分な活軌時間をどのように利用するかと

いう問題かふたたび現われ､選択か行われる｡このばあいの選択の椴位かどの

ような原理にもとづいてつけられるかは後の問題として､主体の前に現われて

くる選択の対象はどのようなものであろうか.いわゆる充足過程を中心に見る

ならば､よりきくの肘を獲得することによって充足される必要の取囲を拡大し

ていく方向かある｡この方向は､その必要の充足が欠けたばあいに生じる困難

の度合いの大きいものから小さいものへという方向でもある｡したがって､こ

の範囲が広がれば広がるほど､主体の主観による選択の余地は大きくなり､か

くて自然必然的な必要の充足から､しだいにより自由な必要の充足へと進んで
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いくことになる｡そしてこのためには､労的生産性の向上によって節約された

活動時間をそれらの必要の充足のための財を接待する労働へと振り向けること

が要求される｡

だが､遇択の肘掛 ま､それ以外にも､括弧それ自身に即して存在している｡

睡眠時即の延長ないしは快適な安眠のために役立っ財貨の獲得｡前者は活動の

睡眠時間への振り向けを､後者は労働時間の延長を､それぞれ要求するか､2

つの要求はある拒囲内で同時に速成{･きる可能性かある｡労働について見れば､

まず労働条件の故事か企てられることができる｡それには､これまでの労働の

困難さをゆっくりと労働することによって和らげようとするばあいと､労働条

件改昔のための肘を用いようとするばあいとの2つの方向か考えられ､ともに

労働時間の延長が要求される｡つぎに､しだいに自由な必要も充足される段階

になってくると､必要に制約された労働も､自由な活動へと転化することが求

められるようになってくると考えてよかろう｡たとえば文化的な必要であれば､

財によって充足されるばあいも､活動それ自体によって充足されるばあいも､

奉賀的な差異はなくなってくる.とすれば､きわめて自由に設定された文化的

必要を充足する財を生産するために.労働だけはいつまでも苦しくかつ制約さ

れたものであり続けると考えることは国難であろう｡

こうした各種の必要すべてが考慮のなかに入ったうえで､充足すべき必要の

範囲､そのための労働の時間的継続 ･労働条件､報必要への労働の配分という

問題がー人間生活全体の充実､自然制約性からの脱却という方向で解決を見出

していくことになるのである.これまでの生活水準を維持するだけでなく､さ

らに充実させるというこの発展は､人間生活の拡大再生産とでも呼びうるもの

である｡

(4) ｢軽済原則｣とその形式性

ここで､視点を変えよう｡

上に見てきた､自然の頚迫から抜け出て自由の領地を広げていこうとする人

間の努力を､個々の行為に分解して､それを行為者の観点からなかめるとき一
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その行為の仕方には､きわめて単純な原則が見られるという｡これが､ ｢経済

原則｣である.

｢経済原則 dasvirtschaftlichePrinzipoderdasokonoJDischePrinzipJ

ないし ｢経済合理性の原則 dasPrizIZipdervirtschaftlicherlRatio71alitatJ

と呼ばれているものの中身は､ふつう､(1)｢最少の手段で最大の目的を達成

すること｣ (第1の表現)と解されており､さらに厳密には､(2)｢一定の手

段で最大の目的を達成すること｣ (第2の表現)､あるいは､(3)｢一定の目

的を速成するのに最少の手段をもってすること｣ (第3の表現)と嘉現される

2)｡

経済理論の上では､いっぽんに経済行為はこの原則にしたがって行われるも

のと､前提される｡事実的な前提とされるばあいもあれば､仮説的な前提とさ

れるばあいもある｡そして､この原則にしたがって行われる経済行為は､経済

的に合理的な行為と呼ばれる｡

r経済人 hoDDOeCOnOdlicusJなる概念は､このような行鵜様式を擬人化し

て､主体に投影したものと解することかできる｡もっとも､経済的合理性にし

たがって行為するというこの屈性だけで ｢経済人｣を十全に規定し切ることが

できた､と考えるのは､おそらく誤まりだろう.同様に､経済行為を ｢経済原

則｣のみによって特赦づけるとすれば､やはり､一面的であるとのそしりは免

れない. r珪肺原則Jは行為の様式にかかわる命題であるのに､経済にかぎら

ず､およそ人間生活の諸領域をたがいに他から区別するものは､その成城での

人間の行為横式であるよりも､むしろ､その頃城での生活を構成する素材的内

容だからである.

そのうえ､目的と手段との関係における桂辞任の追求というのはー経済行為

にかぎらず､日的悪路的な他の人間行為にも見られ得るかなり一般的な特赦な

のであって､この点からも､ ｢経済原則 Jなる概念と軽済行為なる概念とが､

それぞれの外延を等しくするもの､たがいに亜なりあったものである､と言う

わけにはいかないのである.

経済的合理性をめぐるこれまでの強請では､いま述べたような､一方で､軽
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済行為のなかでの経済的合理性の演じる役割､他方で､人間行為一般と経済的

合理性の関係という問題のほかに､合理的経済行為という前提を経済理論のな

かにもちこむことが妥当か書かという点に比較的多くの関心が典まっており､

そして､こうしたすべての問増との関連で､合理性の意味が問われてきた､と

言ってよかろう｡

しかし､考寮の便宜上､以下の叙述では､経済原則を､具体的には経済行為

においてイメージしなから換許し､必要に応じて一般化条件を入れて考えてい

くことにしたい｡まず､はじめに挙げた経済原則の3つの表現についての改訂

を試みよう｡すでに言われているように､これら3つの表現は_その含意を完

全に等しくするものではない｡

第1の表現､つまり｢最少の手段で最大の目的を達成すること｣という表現

は､第2の表現と第3の表現とをひとっにまとめたものと解することができる

か､すでにゴットルの批評にもあるように､それ自身において矛盾した表現で

ある｡目的の大きさ､手段の丑､この両者は､技術的な条件が与えられている

もとでは量的に正比例するから､実現せんとする目的を大きくしようと思えば､

手段の支出丑の増大を覚悟しなければならず､手段の支出丑を少なくてすまそ

うと考えれば､目的の実現の点では不満足さか残ることになる｡技術的条件の

改啓によって､手段対目的の比辛を有利に変えてみても､その新しい比率のも

とで同棟の矛盾が生じてくる｡結局_この裏現は､手段対目的の比較において､

両者のある水準を出発点として前提したうえで､それよりも､手段丑はできる

だけ少なくなる方向へ､目的の実現はできるだけ大きくなる方向へと､これを

変化させるべきことを言っていると解したときに､現実的にもはじめて意味を

もち得るものとなる｡しかし､そうであれば､この裏現は,第2の表現と第3

の表現とに中英上牙解されてしまっていることになる.

第2の表現､っまり｢一定の手段で最大の目的を達成すること｣という表現

は､表現それ自体に問題はない｡しかし､いま一歩これに立ち入って内容を考

えるときには､ただちに問題か生じてくる.

この表現は手段の質と丑とを所与とするのだが､手段は目的との関連でのみ
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手段たり得るのであって､何らかの目的の定立に先立って手段か与えられるこ

とはあり得ない｡われわれに与えられるのは､まず､ある何らかの ｢もの｣で

ある｡そしてその ｢ものJかわれわれの支配下に入ったとき､それがたまたま

われわれの抱いているある何らかの目的を実現する手段となり得ることが認め

られれば､そのとき､その ｢もの｣は､手段となる｡

だが､この ｢もの｣を手段とし得る目的がただ1つであるというばあいは特

殊なばあいであって､たいていの ｢もの｣は､いくっかの目的にたいして手段

となり得る｡だが､ここでは､冊単化のため､この ｢もの｣がある1つの目的

にたいしてのみ手段となるばあいを考えることにする｡

経済原則はす(.れて丑の問題である.そこで､この観点から第2の表現を眺

めてみると､ ｢一定 [丑]の手段Jというばあいの､その r一定 [丑]｣の大

きさは､まったく与えられていない｡目的の大きさにいたっては､はじめから

問題にすらされていない.手段の r一定 【丑]｣の大きさについては､とにか

く任意に与えられたものとすることができる｡だが､目的は行為する主体とし

ての人聞によって意措的に定立されるものである以上､その大きさもまた､主

体によって決定される.したがって､特別の努力をしないでも､与えられた手

段か目的の全丑を実現してなお余りあるというばあいも当然あり得る｡第2の

裏!削ま､こうしたばあいか予想されていない｡別の言い方をすれば､目的とい

うものを丑的に無限に拡延的なものとして前提していると言うことができる.

これは自由財の存在の否定である｡

もっとも､この表現はたんに r経済原則｣を定韓したものにすぎない､と考

えるべきであるかも知れない｡しかしそうであれば､経済原則と経済的合理性

とは区別して理解されなければならないことになる｡なぜなら､目的合理的に

理解されるかぎりでの経済的合理性を念頭におけば､期待されたかぎりでの効

果 (目的)をこえでまで与えられた手段の全丑を使いつ くして余分の効果を実

現することは､けっして合理的とは買い得ないからである.またーこのように

実現されるべき目的の丑と､それの手段丑とのあいだの果張関係かゆるいばあ

いに､その与えられた手段丑を､技術的な観点からはムダに使いながらでも､
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目的を十分に連することは､経済的観点からは､必ずしも不合理とは言えない

だろう｡

第3の表現､つまり｢一定の目的を達成するのに叔少の手段をもってするこ

と｣という蓑現についてもー似たような批評かなされ得よう｡この表現はー節

約の命題を言い表わしているが､一定の目的を速成するのに手段を節約すると

いうことは､手段丑そのものも不十分なものとして与えられていることを含ん

でいるのでないかぎり､節約された手段を他に振り向けることを予定している｡

これには2つのばあいがあって､将来ふたたび同一の目的が定立されることを

予想して節約された手段を備蓄しておくばあいが第1､手段の代替性を前提し

て節約された手段を他の目的に振り向けるばあいがその第2､である.そして

そのことのさらに前の前提として､手段の希少性があることを認めないわけに

はいかない.したがって､この第3の表現も､これが ｢経済原則｣の定義なの

だとするのはともかくとして､ここに与えられているある日的とそれにたいす

る手段との関係からだけでは､節約の行為を無条件に合理的な行為と見なすこ

とはできないのである｡

以上､経済原則をその3つの表現について分析してきたが､そのなかで多少

とも意味のある表現は､第2､第3の妾現である｡しかし､この節2､第3の

表現も､それぞれにある前提をおかなければ､そのままで桂拝的合理性と同義

であるとするわけにはいかなかった｡以上の分析から､佳済原則の性格につい

て､ひとまず言えることはつぎの2つである｡

第1に形式性｡経済原則は､目的か何であり､手段が何であるかをまったく

問題にしないばかりではなく､目的の性格､手段の性格､さらには目的と手段

とのあいだの紫的 ･丑的関係がいかなるものであるかについても何ら触れると

ころかない｡それは､じっさいには1群の諸前提のもとでのみ見られる合目的

行為の特定の規聖を抽象的な手段日的範碑を用いて記述したものにすぎず､そ

ういった意味でー経済原則は行為の様式を行為の内容から切り離して開店にす

る｡そのかぎり､経済原則は無内容であり､純粋に形式的である｡

第2に部分性｡人間の行為ないしそのうちでも経済行為はー現実には､事故
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の日的群とおなじく多数の手段群との連関のなかで営まれている｡しかし､第

3の表現を改訂したさいにはっきり見られたように､経済原則は､そうしたな

かから､ある1組の目的 ･手段連関で結ばれた行為のみを抽出して記述すると

いう性格をもっている.そのかぎりで､経済原則は､経済行為の全体性をとら

え得るものではなく､あくまでも部分に関係したものにとどまるのである｡た

だし､経済行為における諸目的かただひとっの目的に､諸手段かただひとつの

手投に統合され得るならば､そのときは､やはりそのかぎりで､経済原則は経

済行為の全体についても当てはまり得ることになろう.だが､少なくとも､軽

済原則そのもののうちには､部分と全体とを区別する無敵 土何ひとつとして存

在していないのである｡

以上の2つの性格に関連して､経済原則にさ.Gに第3の性格を見る必要かあ

る｡いま試みに､われわれかある経済行為をこの経済原則に忠実にしたがって

行おうとするばあい､そのことは､はたして常に可能なのであろうか｡手段か

所与のはあいーまたは目的か所与のばあいは､いずれも問題はないとしよう｡

だが､個々の経済行為のすべてに､目的と手段のどちらか一方が常に所与であ

ることを期待するのは現実的でない｡目的の丑と手段の丑のどちらもが与えら

れていないばあいーあるいは､たとえ与えられていても､ある晦組としてだけ

与えられていて､その範囲のなかでは不定であるはあいも多い｡こうしたばあ

いには､目的と手段の双方を同時に決定しなければならないか､そのさい､経

済原則は､行為のよるべき指針としては､ほとんど役に立たない｡それがたん

に目的丑と手段丑とのあいだの比皐の比較のみにかかわって､絶対的な水準に

ついて何も言い得ていない以上､このことは当然の帰結である.こうして､経

済原則の第3の性格は､非実践性である｡経済原則の非実践性机 その形式性､

その部分性と密接に結びついていることは容易に理解されよう｡

経済原則の擬人化として ｢経済人｣を理解すれば､経済原則の上のような性

格は､経済主体としての経済人の性格にもはねかえる.そのためーこの ｢娃清

人｣は.(1)形式的 ･抽象的な性格をもち､(2) 1個の主体であることはでき
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ず､(3)非実践的 ･非実在的な主体にとどまるはかない｡

したがって､ (経済)を現実的なものとしてとらえようとすれば､このよう

な抽象的な ｢娃済人｣を出発点とするわけにはいかか 1｡次章以下で叙述する

配分概念が､それに代る現実的な経済主体 一 配分主体 - と配分行為とのよ

り具体的な像を提供してくれるはずである｡

日この茸は､つぎの論文をおおはばに省略 ･再捕成したうえ.部分的に等き加えた

ものであるが､論旨の変更はない. rr経済原則Jをめぐって｣r人文J16､京都

大学教卓部､1970年3月.

2) GeldAIschner,RationalitatundlrrationalitatindenvirtschaftlichenHa

71dlunge711lndihreErfassu朋 durchdieWirtschaftstheorie,SchJコ01lersJahrb

出血,77.1957,S.398;大熊居行 r資源配分の理論J東洋経済新報社､1967年､35

911-:j=;テンゲ r政治経済学 第1巻J竹浪祥一郎訳､合同出版､1964年､172ペ亭(つい

でながら､OskarLa71ge.DasPrinzipdertlirtschaftlichenRatiEma王itat-t]ko71

oqieu71dPraxeDlogie.洲 teStaatsvissenschaft,120,

1964は､この書物の第5茸のドイツ語訳である).
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角等 2 ≡醇 酉己分 概 念 と そ の 害者 事琶機

(1) は じ め に

｢経折J観念の1つの核心がメンガーの言う ｢先行配慮｣にあるとするなら

ば､いま1っの核心は ｢資源配分｣にあるtと言ってもよかろう｡

蛙所掌の歴史をある観点から巨視的に眺めるとき､それは.一面では現象か

ら本菜へ､他面では対束世界から自己自身へと､諾経の対束が移行し､認弘の

方法が深化していった過程であった｡これを特殊的に見るならば､多彩な経済

論現免の奥底に共通して存在するひとつの基本的な行為様式を析出する過程で

あった､と言うことかできる｡その行為様式が､ここに取り上げようとする

r資源配分｣にほかならない｡

かつて丑商主義の時代､経済現象を論じ考察する人びとの関･山王､物的な笛

に､それも､はじめの頃はとりわけ金 ･銀といった富の代表者に吸いつけられ

ていた.彼らの目は､ただ対象世界の､しかも現盤の表面を辞桐していたと言

ってよい｡したがって､アダム ･スミスか富のさまざまな形態を超えたその源

泉の問題に考察を進め､労働と生産を体系の基礎に据えたことは､やはり経済

学の認蕗のドラマチックな転回であらねばならなかった.労働をする主体が.

またその主体同士の聞係としての舟菜と変換が､いずれにせよ人間自身か､考

帯のなかに取り入れられることになったからである.それかt19世紀の後半

になると､経済学者たちのなかには､労働と生産､それに変換もふくめて､そ

れらの技術的側面から､人間の行為様式の側面を意礁的に切り離して考察する

方向か出て束た｡おそらく､限界革命もこのような文脈で解釈されたとき､は

じめてその意長か十分に明らかになるだろう日.

そもそも､ ｢限界｣とは､主件の行為との関連ではじめて問題となりうるこ

とからであり､限界学派が r限界｣概念を経済分析の中心的な用具にしたこと

そのことのうちに､彼らか人間の行為様式を経済学の中心開通の位置に置いて

いたことが鵡的に示されているのである｡行きつくところ､それはーやがてロ
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ピンズによる経済学の有名な定式 - r代替的用途をもっ希少な諸手段と諸目

的との関係としての人間行動を研究する科学J - 2)を生み､以後半世紀､こ

の定式はいまなお広く経済学界を支配しっづけていが )｡

ここでーこの ｢人間行斬｣が､事実上､配分の行為を指していることは明ら

かであるd).どういう社会形態の中で生活していようとも､また､それか個体

51であろうが､家庭であろうがーあるいは1社食全体としてであろうが､とに

かく､人間がじっさいに行なっている好津の蛍みの其太的な形式は､年足上皿

藷敬重を素足するための聾腰の配合である｡豊頃配合とは一幸体の抱く貴的に

A. 土Jた/71士iFコTJ･l女工盾bfl)･,九一月･htll-よ悶卓mrrJLFJu--t■mm′1､VJtIL,LJtl-_tJl- T____⊂r_r_IJLEjulrヽ-trJW■｢■NJTL-_U_二-JJJr-L-EJrLr与｢LーlLJ

た_しかLtf:巷的用途を もっ諸音源を､常上意を特定 して割 り当てることであ

り､その原理はーま昼q)生講五足か最大になるように回ることである｡このこ

とについては､現在ー大筋において､経済学者たちの間に広範な合意が成立し

ていると考えてよかろう8)｡そして､この主体が､たんに1人の個件であるば

あいだけでなく､家庭t企菜､あるいはまた1社会のいずれでもありうるもの

とされるとき､大筋として配分の概念が成立した､としなければならない｡

もっとも､おなじくr経済｣の本質を､交換でつかもうとする考え方もある｡

シュンペーター､ミーゼスなどオーストリア学派系の人びとかそれである｡シ

ュンペーターは､交換関係が現実に存在していないばあいでも､ ｢すべての経

済的行為を交換行為と解する｣ことかできるとする｡その理由を､彼は ｢一切

の経済行為はわれわれにとって､経済的詩丑の変軌に外ならないことに注意す

べきである｡たとえば､労鋤をパンと交換する者は､彼の所有する両方の財貨

の故丑を変更するのであり､同じことか一匹の猟獣を倒す取立した経済人によ

って行なわれる｡彼は､たとえば弾丸または労働力のストックを減らし､食料

のストックを増加させるからである｡Jと説明しているTIa)｡

シュンペーターによると､こうした考えはホェートリー主我 (1787-1863)

の､経済学を ｢変換学｣(CatallactiCS)と改称すべきだという提案9)にまで過

ることがT･きるというが､ハイエクは.もっと琉橿的に.このホユート1)-の

蛙集を受け入れることを主張したID).
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｢配分｣と ｢交換｣では､日常的な語感からすればかなり異なった意味をも

つように響くかもしれないけれども､つきつめて考えれば､後者が上のように

理解された変換であるかぎりーその概念内容にそれほど大きな隔たりかあるわ

けではない｡なぜなら､上のように主張される r変換｣もまた､ひとつの人間

の行為形式であり､しかも､目的とすべき2つの事物または事象を関係づける

という形をとっているのであるから､おなじく複数の目的を関係づける r選択｣

に同等か､それにきわめて近い意味内容をもっことが出来､そして､その ｢遇

択｣はまた､すぐ ｢配分｣につながっていく概念だからである｡もちろん､の

ちに論じるように､ ｢選択｣と ｢配分｣は経済学上の概念としては厳密に区別

されなければならないし､ ｢変換｣と ｢選択｣の関係にしてもそうである｡た

だ､それらは､実際には同じ行為の中に重なって現われてくるものであり､娃

済行為として見るとき､交換 (上記の)→選択-配分と進むにつれて特殊化さ

れていく関係にあると見ることかできる｡

配分概念は､経済学の歴史を通じて､外延の広い経済という概念がだんだん

に煮詰められ､凝結して生じた概念である.したがって､この概念は､現代に

おける経済概念の一切の本質的規定を含むものとなっているはずである｡それ

だけにこの概念は.鐘紡概念のもっ強みも弱みもともに同じように含んでいる

はずであり､経済概念が前提としている与件をもまたそれ自身の与件としてい

るはずである｡

とはいえ､ ｢資源配分｣か ｢経済｣のコアであるというのは､ある意味では､

あまりにも当然のことであって､これをあえて概念として考察の対束にすると

いうことについては､その意韓をいぶかる人もあろう｡さきに､ ｢資源配分J

か ｢経済 ｣概念の核心であることについて､大筋において､経済学者たちの間

に広範な合意か成立していると考えでもいい､と述べたかーその意味では､こ

の合意は rきわめてあいまいなものである｣という但し昔きをつける必要かあ

ろう｡そうなると､ r配分Jというのは､ある経済学者たちにとっては､単な

る ｢観念｣に留るにすぎないものであって､いまだ ｢概念Jに至ってはいない

ものだ､と言うことかできるかもしれない｡ ｢概念｣というのは理論の論理的
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構造の要粟となりうるのにたいし､ r放念Jというのは､もう少し撰然とした

だ稚ないしは表象という程度のものであってもいいからである｡

(2) 概念としての配分

｢配分｣というこの一見して自明に見えることがらの､概念としての重要性

を飽かず繰り返し説き掛 ナて来たのは､大熊信行(1893-1977)であった｡

大熊によれば､ ｢経済学上もっとも新しく､そして隠約のあいだにはその成

立もっとも古 く､そしてもっとも重要な観念は配分観念である｣｡｢配分観念

はt軽哲学が科学として成立すると同時に､そして事実上あらゆる学派の体系

を形成する脊柱として､存在していたといってさしつかえない｣ ｡それという

のも､資源配分は ｢行為の秩序としての経済の基本形式｣だからであり､それ

ゆえに､すべての軽済理論の体系は配分観念をもたねばならず､またじっさい

にも､およそ経済理論と名がつくほどの体系ならば､その中に配分観念をさぐ

ることができる､というのか大熊の立場であった1日 .

それにもかかわらず､意外とも思われることには､配丑が 1佃の独立した概

念としてはっきり自覚的につかまれるようになったのは､経済学の歴史の上で

もごく新しいことでありーしかもそのことは､大熊自身によってなされたのだ､

というのか彼のいまひとつの主張点である12 ) .

たしかに､彼の言うように､ r丑藍 distribution｣と区別された意味での

｢配丑 allocationJという吉葉は､日本の経済学界においては無論のこと､

欧米の姪済学界においても､少なくとも今世紀の第1･4半期を過ぎるまでは､

用いられることか輔であった､と見てよさそう{･ある｡そのさい開通なのは､

r配分 allocationJという吉葉そのものではない｡

そもそも､ある丑の財か分別されて複数の経済主体に帰属すること (分配)

と､1個の撞済主体かその支配下にあるある丑の資源を分割して.さまざまな

用途に割り当てること.(配分)とは､何ものかのある一定丑を分割するという

点での類al以外は､どの点から見ても､まったく異なったことからである｡し

たがって､問題なのは､形式も内容も意味も､おたかいに異なるこれら2つの
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ことからが､それまで､ほとんどのばあいt一個同一のターム r分配 distrib

utiorLJによってしか表現されていなかったという中英である｡つまり､経済

的にまったく異なった2つの内容を表現すべき名辞が1つしかなかった.とい

うことか問題なのである13).

引き続き大熊の言うところを聴けば､こうした事情は､海外においては､19

30年代の後半になって故事され始めることになる｡まず､当時アメリカにあっ

た,ll-ランド出身の経済学者オスカー･ランゲ (OskarLange,19011965)が

社食主査計画経済を論じたさいに､ r資源配分 allDCationofresources｣と

いう語を用い､さらにほぼ時を同じくして､イギ)JスのどJ/- (ArthurC.Pi

gou,1877-1959)かそれまでの自らの用語法 d̀istributionofresources'

に代えるに ■allocatiDnOfresources'をもってした､というH).

1930年代に Idistributionofresources'から àllocationofresources-

への用語法のかなり意識的な転換かあったという大熊の主張は､大熊自身はと

りあげていないか､社台学者パーソンズ (TalcottParsons,1902-1979)の著

述について見ても十分にうなずけるところである.そればかりか､ àllocati

onofresources'の用語はーむしろパーソンズの方か､ランゲよりもずっと

早くさえあった.パーソンズは､1931年に1つのマーシャル論 (｢マーシャル

における欲求と活動｣)を雑誌に発表したかーその中ですでにtランゲ同様､

社会主茸計画経軌 こついて､この用語を用いている｡すなわち､ r生産と資源

配分 (allocationofresources)の過程全体が､普過的利害にもとづいて軌

く単一の中央故閑に掘られている典団主盤国家 (collectivistst~ate)｣と.5).

そして､彼の論文をもう少し仔細に検討して見ると､さらに興味潔い中英が判

明する.彼は､その後1937年に初期の大著 r社会的行為の構造且を出版するに

あたって､その第4茸の前半として､上の論文をほぼそのまま使用した｡とこ

ろか､そのさい､ ｢技術的意味から区別された珪肺的意味での l̀生産"Jを定

轟するのに､もとの詩文では､たんに､それは ｢諸欲求の充足にある｣として

いたところを､ ｢諸欲求の充足のための手段の醍丑にある｣ (下主副ま引用者)

と書き改めているのである16)｡ここでは ｢手段 peans｣というタームか用い
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られているか､それは､ ｢資源Jというタームとほぼ同じ意味だと見なしても

いいだろう｡そうすると､初期の論文では､資源配分の概念を社会主藻社会に

たいしてのみ限定して用いていた - おそらく無意敵 ニー のに､6年後にそ

の論文を昏物に再録するにあたって､パーソンズは､その限定をはずし､むし

ろ走路的に､資源配分を娃済一般の形式とすることによって､この概念の普遅

化を囲ったのだ､と見ることさえできる｡もっとも､おなじページで､彼はな

お àn optimu皿distributionofresources'という言い方を残してもいる｡

しかし､それだけになお一層､私たちは､ここに r配分 allocation｣か概念

として次第に確立していく過渡期のなまなましい様相をはっきりと見てとるこ

とができる､と言うことはできないだろうか｡

パーソンズにおいて r百己分｣概念が固まりっっあったさなか､F.K.ナイト

(FrankHynezDanKTlight,1885-1972)も､ウイクスティード (PhilipHenry

yicksteed,1844-1927)の主張を紹介するかたちで､ r生産的用役は､個人所

得と同様に､その成果 - ある場合は価値生産物､ペつのばあいは効用 - の

限界増分を均等化するという原則にもとづいて配分される (allocated)と言

われる｡｣と番いている17)｡これまたランゲよりも2,3年早い.

ついでに､ハロッドの BritishAssociatiortF分科会での基調諦ILR ｢経済

学の範囲と方法｣ (1938)も､当時のイギリス経済学界の関心の動きを伝えて

くれて興味深い｡彼は言う､ ｢私は､伝統経済学の純粋理論と通常見なされて

いるものを､2つの別々の部分にきっぱりと分けることを提案する｡混乱はこ

の区別を怠ることから生じているように､私には思えるからだ.一方は､価値

と分配 (distribution)の理論であり､他方は､生産資源が等限界純社台生産

物を生み出すように詩部門間に配分される (distrit)uted)ペLという公準で

ある. ｣

おなじ distributiDnが用いられているが､等限界純社会生産物を効用と見

なしたとき､前者か分配を､後者が配分を意味していることは､明らかであろ

ラ.しかも､ハロッドは､なおつけ加えて､ ｢最近の方法論上の思弁は､経済

思想史においてl剛直の一般理論か演じる役割に重きを置くことのみ多 くで､専
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限界公準のそれにたいしては少なすぎるように見える｡Jと述べることによっ

て､学界の現状に不柄を妾明した｡つまり､ハロッド自身は､配分問題をもっ

と監視する必要を感じていたわけだ｡しかし､そのハロッドにしてすら､ ｢き

っぱりと分ける｣べき r2つの別々の部分Jをtなおひとつのターム Idistr

ibution'でしか表現し得ないデイレンマを脱し得ていないことかはっきり見

てとれるのである｡

このように､新しい皮袋が必要とされるようになった背泉には､やはり､新

しい酒か成され始めたという事情を想定しなければなるまい｡いま､その間の

事情を全面的に明かにする準備もゆとりもない.ただ､1917年のロシア革命を

奥也に､1920年ミ-ゼスによって口火を切られた社会主鞍経済計算論争と18)､

ロピンズなどによってこの頃行なわれた経済学の方法論粗 (初版1932年)とを､

｢新しい酒｣に関連ありそうなものとしてあげておくにとどめたい.

(3) 声己分原理の枠組み

今世紀の30年代に～経済における配分の概念が､あたかもレリー7の浮き

出るかごとくにその輪郭をはっきりさせて果たにしても､それだけでは､まだ

経済学的なiiA.,瓶としては不十分である｡ ｢単一の主体かその抱く詰欲求にその

支配する希少な資源を配分する｣というのは､ただ､行為の形式を述べただけ

であってtその行為がどのような基準にしたがって行なわれているかについて

は､何ら述べるところかないからである｡ ｢資源配分｣の概念か明らかになっ

たっぎには､この配分を支配する原理が何であるかが､問題となる｡

さしあたっては､大熊の説明を手かかりとすることにしよう｡大熊は､まず､

マルクス F資本論Jに出てくる ｢ロビンソン物語Jに注目する｡その所で､マ

ルクスはつぎのような叙述を与えている｡ ｢ロビンソンは､必要そのものに迫

られて､自分の唾且を､自分の相異なる請也能の間に､正確 (genau)に配分

する.彼の結括弧 こおいて､どの機能かより多 くの範囲を占め､どの即 的'よ

りわずかの範囲を占めるかはt所期の有用的効果を達成するためtご克服される

べき困難の大小によって定まる｣ ｡また､ ｢自由人たちの1団体｣を例解に用

- 141-



いなから､マルクスはこうも言っている､ r労轍時間の社会的に計画的な配分

は､相異なる詩欲望にたいする相異なる労働諸株能の正しい (richtige)比率

を規制する｣19)と｡孤立人ロビンソンであれ､自由人たちの1団体であれ､

いずれにせよ､総労働という資源の配分か社数の r欲望｣または r所期の有用

的効果｣との関連の中で決まる適切な比重に従って行なわれねばならないとす

るこの命堤が､大熊によれば､マルクスによってとらえられた配分原理であり

配分法則だ､という｡

だが､すぐに気づかれるように､マルクスの提示している命題は､はじめの

ロビンソンのはあいにあっても､あとの ｢自由人たちの1団体｣のばあいにつ

いて見ても､いずれも明確ではない｡どちらのばあいも､時間 (労働時間)か

異なる労働 (諸機能)の間へ正確に (正しい比率で)配分されるべきだと言っ

ているけれども､おなじ意味で用いられていると考えられる ｢正確｣の語にし

ても ｢正しい比率｣の語にしても､それだけでは､具体的には何も指示するこ

とか出来ていないからである.言いかえれば､種々な欲求のそれぞれに一定丑

の資源をどのような比率で配分すべきかを決定する基準については､マルクス

は少しも問題'にしていないのである.

もっとも､マルクスは､ロビンソンのばあいの叙述においては､このことを

説明するつもりであるかのように､すぐ続けて､時間の配分比は ｢所期の有用

的効果を達成するために克服されるべき国難の大′トによって定まる｡｣と述べ

ている｡この説明だけからは､ ｢道具を作り､家具をこしらえ､騎馬をならし､

魚貝をとり､狩猟をするというような_相異なる種類の有用的労働｣への労牌

時間の配分が､まったく技術的な条件だけで決まるーとマルクスは考えていた

ように受けとれる.吉うまでもなく､いま問題にしている状況において ｢経済｣

閉店か成立するためには､襟政の欲求が実現されるにあたっての､それら欲求

の間に､おたがい同士の成合関係か存在することか必要である｡ある欲求をよ

り多 く実現しようとすれば､いま1つの欲求はより少なくしか爽現されない､

という関係がそれである｡これは､それらの諸欲求を実現するためにそれらの

いずれにも振り向けることのできる共通の資源が丑的に限定されていて.すべ
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ての鉄球を完全に充足することはできない､という事情から生じてくる事態で

ある｡そうなると､これらの詩欲求同士の間で､どちらを優先させるかという

順序づけの問題が生じてくることになる｡マルクスは､この点を少しも問題に

していない｡彼の方法を客観的に見れば､この順序づけの問題はすでに解決さ

れたものとして､したがって､請欲求実現の優先席位は1つの所与であるとし

て､報論をすすめるものだ､と言ってもさしっかえない20).

もちろんー使先偏位が与えられただけで､それら請欲求の実現のために割り

当られるべき資源 (マルクスのばあいは､時間 [労働時間])の比隼か日勤的

に決まるわけではない｡ある欲求の実現か過大な資源量を要求し､いまひとつ

のーそれより優先順位の低い欲求の実現が僅少の資源量を要求するにすぎない

ばあいは､じっさいには後者の実現か遇ばれるというばあいもありうるからで

ある.いずれにしても､マルクスは､ロビンソン物語の中から自らがつかみだ

してきた経済学的含意の理論的彫球を怠っていた､と許されても仕方がない.

この点を鋭く突いて大熊は､ ｢マルクスにおける配分関係の分析はきわめて不

完全であり､素朴であり､わずかにしてすぐ挫折している｣とする2日 ｡

ここで､1つのことを確認しておこう.それは､ ｢配分｣は多かれ少なかれ

ある事体の年活の合体についで言われ得るものだということである｡このこと

は､配分目的としての必要 (欲求)についても､配分手段としての資源につい

ても.ひとしく言うことかできる｡すなわち､ある配分行為において問題とな

る話必要 (欲求)は､その主体のその時点において配慮の対束となっている必

豊｣鹿畢)_の全体であり､他方の箕漁は､その時点でその主体か有効に支配す

ることかできている萱準の全体である22).そのすべてを包んで､その主体の

生活か存在している.したがって､全件性は配分の基本的性質の 1つである23)

.この全体性を欠いたままで必要 (欲求)と資源とを対応させるとき､単なる

選択となり､それぞれに個々ばらばらな目的と手段との相応という形式的な抽

象性に陥ってしまうことになるのである.

大熊のマルクスにたいする批判点は2つあり､その叔初の1つは資源のこの

全体性のとりかたに関係している｡つまり､彼の第1の批判は､マルクスかロ
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ビンソンの支配する資源として結労働時間を所与のものだとしていることに向

けられている｡ ｢配分結丑としての据労働時間なるものは､そもそもロビンソ

ンにおいていかにして決定したかJ､マルクスの理論はこの ｢晃問に遭遇した

ばあい､いかなる等をも用意することができぬ｣｡大熊によればー 1日の生活

時間のうちどれだけの割合を労軌こ配分するかは､あらかじめ決まっているの

ではなく､ rロビンソンもまた､彼の轄生活時間を､労働とその他の活凱とに

配分するのであって､この配分こそ F必要そのものが彼を強制』した政初のも

のであるまいかJ. r結労働時間もまた全生活時間の一部分なのであって､そ

れはすでに第1次的な配分の結果として､与えられた部分丑である｣24)｡大

熊の立場は､ ｢全生活時間｣か､言い換えて､主体の支配するかぎりでの時間

そのものが配分資源であるtというにある｡時間そのものを配分資源とするこ

とができるかという問題は､それ自体が検打を要することからであるが25)

それとは別に､捻労轍時間が可変的なものであることは大熊の指摘する通りで

ある｡したがって､大熊としてはtマルクスはまず､最初の配分資源としての

全生活時間を労肋時間と自由時間とに分かつこの第1次的な配分を支配する原

理を問題にすべきだった､と考えるのである｡

配分を支配する原理を問うことは､じつは､そのまま第2の批判点につなが

る｡マルクスにたいする大熊の第2の批判は.マルクスがロビンソンの生産的

な括活動の中でどの機能の労働がより多 くの範囲を占め､どの機能の労働かよ

りわずかの範囲を占めるか､という同盟を提出しなから､それにたいし､たん

に ｢目的とする効果 (有用効果)を得るために克服すべき困難の大小によって

定まる｣としか答えていないことに向けられる｡大熊は言う､ ｢わがロビンソ

ンの活動諸部門に配分さるべき労働時間の範囲の大小を決定するものは何か｡

それは r目的とする利用上の効果Jを得るために必要とする労働時間の範囲の

大小である｡ - だがこれはほとんど同義反復ではあるまいか.｣28)と｡ ｢

同荘反復｣だというのは､マルクスが言っている ｢克服すべき国難の大小｣を

r必要とする労鮒時間の戯回の大小｣に等しいと､やや強引に読み替えたこと

からくる大熊の解釈だがーそれにしても､マルクスによっては､労働かどのよ
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うな比率によって配分さるべきかを決定する原理はどこにも与えられていない

ことだけは､椎かである｡

こうして､大熊によれば､配分原理は､マルクスによっては完成されなかっ

た｡しかし､同時に､大熊は､マルクスの ｢目的とする利用上の効果｣という

言葉に注目し､ ｢マルクスにおけるこの同義反復は､わずかに F目的とする利

用上の効果Jという言葉の税梅的な1解釈によって救われる｡｣とする. ｢す

なわち労働配分の規制者は､労働そのもののみに存するのではなくして､労働

詩部門においてその配分を要求しつつある r利用上の効果丘であるということ

か､マルクスによっていくぶんなりとも指示されているからである｡ J27)と｡

ついで､大熊は､マルクスの分析が挫折したまさにこの点を出発点にしたの

が､ゴツ七ンの第2法則 (限界効用均等の法則)である､と指摘する28)｡大

熊にあって､このばあい必ずしもはっきりしないのは､マルクスの配分原理と

ゴッ七ンの第2法則とを合わせて 1つの完全な配分原理と考えるのか､両者は

一応それぞれ別々の配分原理であるけれども､じつは同一事態の異なった表現

形式にすぎないと考えるのか､という点である｡彼は､マルクスの配分原理を

客観的均衡の原理と呼び､他方のゴッ七ンのそれを個体均衡 (または主体的均

価)2日の原理と言ったりもする｡

しかしまた､披はつぎのようにも言っている｡ rマルクスにおいては､各部

門に配分されるものの客観的敷丑における正しき比例が問題の中心であり､ゴ

ツセンにおいては各軸門に配分されるものの各限界単位における主観的な満足

増丑の均等が問題の中心である.一方は客観的な正しき比臥 他方は主観的な

限界均等か､それぞれ意晒されている間選の中心点ではあるか､中英において

配分の正しき比例は配分の限界均等を証明し､配分の限界均等は配分の正しき

比例を証明するものたる以上､この2つの表現は､疑いもなく同一事物を異な

る両面から把捉したものに外ならない.すなわち両者ともに配分を論じその配

分均衡はいかにして待られるかを解明するものである｡J3D)｡

大熊は､マルクスとゴッ七ンとを対照的な関係においてつかもうとしている｡

｢配分の正しき比例｣と ｢配分の限界均等Jとはー相互反照的な証明関係にあ
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るものとする主張がそれである｡けれども､この両者を比べてみるとき､読者

はただちに両命煩の性柏の差異に免づかれるはずである｡ r配分の限界均等｣

は､ ｢効用｣という語を補いさえすれば､それ自体で理解できる命題であり､

ある状態を客観的に指示することのできる命煩である｡これに反して､ ｢配分

の正しき比例｣は､何が ｢正しい｣かの基準か与えられないかぎりー特定の状

態を客観的に指示することのできない命題である｡

だから､大熊のように､マルクスとゴッ七ンとを､この点において対照的な

ものとして扱うわけにはいかない｡ゴッ七ンの理論では､資源を1単位ずっ限

界的に追加していけばいいわけだから､資源の全体量は､はじめから問題にな

らない｡その丑味では､もともとは配分理論としての性格を持たなかった､と

見るべきであろう｡したがって､むしろ､マルクスのばあいは､配分･かある総

体の配分であることをっかんではいたものの､配分の仕方についての考察はこ

れを欠いていたのにたいし､他方のゴッセンのぼあいは､配分の仕方を規定す

る理論を提示はしているものの､配分概念に必魂の全件性の観念が明確でなか

った3日､という意味で､両者は相補的に配分理論の主要な構成要素を分けも

っているものと見なすことか､大熊の立場からしても正しいはずである82 ) ｡

なお､配分原理は､当然のことながら､同一の主件における禎数の欲求充足

(目的)の浪合とその主体の支配する代替的用途を持っ資源 (手段)の希少性

とを自明の前提としている｡これは､ロピンズがイメージした く経済)の像そ

のものであるか､ロピンズのばあいはそれを ｢日的｣_ ｢手段｣というプラク

シオロジーのタームで表現しようとしたところに問題かあった (第1部第 1章

を参照)｡

(4) 配分行為と配分の詩契規

配分概念の基本的な枠組み ･性格か明らかになったので､以下では､大熊を

はなれて､配分概念そのものの分析と展開を就みることにしたい｡

配分は1個の行為として行なわれる.これを配分行為という.配分行為それ

自体は､社会的な行為である必要はない｡
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配分行為をその外形において観葉すると､つぎの3つの契機から成り立って

いることが見てとれる｡

(1) 配分主体

(2) 配分目的 (欲求充足)

(3) 配分素材 (資源)

このうち､配分目的と配分素材についての鋭明は茸をあらためて行うことに

し､本章では､まず配分主体についての説明を与えるか､そのまえに､とりあ

えずこれら3奥槙相互の関係を簡単に見ておこう｡

配せ車体は､まず､欽求の主昼である.そしてこの欲求を実現する意志か形

成されるとき､さきどりされた欲求実現の状態を目的として自覚することにな

る｡したがって､配分目的とは､配分主体によって抱かれた目的のことに他な

らない｡

他方で､配分主体は何らかの茸涯の支配者である｡言いかえれば､何らかの

唖頬の資源のいくぱくかの丑を､現実に処分する力を持っている主体である｡

したがって一堂塩というのは､配分主体の支配下にあって､配分主体がその配

分目的を実現するために用いる手段のことであり､配合等皐と呼ばれることか

できる｡

目的を実現する行為という意味で配分行為は全旦的な行為である｡したがっ

て､それはまたー合理的な行為であることか期待される｡ただし.じっさいに

も､資涼配分を.人びとかつねに自覚的に行なうとは､かぎらない｡人びとは､

ときには衝動に促迫され､ときには慣習にLたがい､ときにはおおざっぱな考

慮だけにもとづいて資源の配分を行なうことか､よくある｡このばあい､資源

配分は.事実として行なわれているだけのように見える｡事実としての資源配

分を閉店にするかぎり､それは､あるいは動物にでも認められるかもしれない

行為である｡だれ 人間のはあい､この行為は､その程度にちかいはあれーと

もかく何ほどかはB鷺的に行なうことができる､という点か大切である.苦い

かえれば､資源配分の仕方にはかなりな程度の自由度があり､したがって､人

間のばあい､たとえ事実としての資源配分であるにすぎないものでも､たくさ
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んの可能性の中から主体によって遇びとられた配分の仕方である､という意味

を持たされることになるのである｡

(5) 配 分 主 体

配分主体は､配分行為の主体という意味である｡配分行為は目的をもった行

為である｡しかし､配分目的は他から与えられるのではない､客観的にはーあ

る個体自身の生活の必要によって､主観的には､その個体自身におのずと生じ

てくる欲求によって､その形成の第-原因を与えられる｡

配分主件は､まず最初に､欲求の主件として立ち現われなければならない｡

しかし､ r主体｣という語を反省的な契機をふ くむ本来の意味において用いる

ならば､この欲求の主体がそのまま配分の主拝になる､と考えることはできな

い｡

もともと､ひとりの個体のなかにさまざまな欲求か生じてくるわけだが､す

べての欲求かそのまま実現されることは通常あり得ない｡また､ひとりひとり

の個体はー自らの内側から生理的 ･心理的におのずと生起してくるさまざまな

欲求をそのまますぐに実現しようと､いわば反射的に､行動を開始するわけで

はない｡その個体の欲求を充足する能力の面でも､欲求を実現すべき手段の有

限性の面でも､さらには欲求か実現されるべき時間配社の面でも､いくたの制

約が存在しているからである｡そこで､この個体は､彼に生じて来ているさま

ざまな欲求のうち､締めるべき欲求はどれか､実現すべき欲求はどれか､さら

には､実現可能な欲求はどれか､という取捨選択についての判断を迫られるこ

とになる｡そして､残った欲求について､優先順位､時間配置を考えて､その

実現をはかろうとする｡個々の欲求そのもののなかには､詰欲求の強弔以外にー

この取捨 ･選択の優先順位を決定すべき原理はふくまれでいない｡生活全体の

秩序についての考慮かその考量に深浅の差はあるとしても､彼をしてこの決定

を可能ならしめる唯一のものである｡

むしろ､このときはじめて､彼は欲求の主体として完成された.と言うべき

であろう｡自己のうちに生じ米たった詩欲求を反省 ･評価することなしに､た
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だ反射的に欲求に身を任せるのは､主体の名にふさわしくないからである｡

さて､このようにして煩序づけちれ､秩序を与えられた言責欲求が､主体によ

って実現を決意されるとき､主体がそれら諸欲求を実現しようという意志を持

っとき､あらかじめ想像されたそれら詩欲求の実現したときの状態が､この行

為主体にとっての目的となるのである｡言いかえれば､最初の生超したままの

欲求は､一定の変容をこうむったうえで､この主件の行為の目的として据え直

されたことになる｡そして､これらの目的の実現に向けて､彼の支配している

資源を配分するならば､そのときすでに彼は配分主体となっている.

くりかえして言えば､欲求がそのまま配分主体にとっての日的となるのでは

ない｡欲求が目的に転化するに際しては､諸欲求をふるいにかけ､評価して臓

序をつけるという作菜が､主体によって行なわれなければならないからである｡

このように､話欲求か､主体の内部で目的に転化させられるものであり､か

つ欲求というものが､生理的 ･心理的に特定の個体のうちに生じるものである

ことを考えれば､配分主体であるためにはt単独の個体であることかつねに要

求されるように見えるかもしれない｡だが､それは正しくない｡

たしかに､欲求そのものは.感性的な人間存在と結びついたものであり､そ

の意味では､ひとりひとりの個体を離れて存在することはできない.けれども､

たとえば､子供を生み､育てる欲求をとりあげてみるとき､これが未婚のどち

らかのみの欲求にとどまるばあいのありうることを認めるにしても.多くのば

あい､この欲求は夫婦共通の欲求であり､むしろ共同欲求と呼ぶべき性格をも

っている､とさえ言うことかできよう.そうであれば､これをさらに言いかえ

て､某座の欲求と呼ぶこともできる｡このはあい､夫と妾という2人の個体を

中桟として形づくられている家庭こそか鉄球の主体だ､ということになる｡と

同時に､彼らはこの共通の欲求を1個の共通の目的として定立し直すのである｡

そしてこの家庭か何らかの資源を支配しているとき､それは.また-配分の主体

でもありうる｡このように､配分の主体は､必ずしも単独の佃体である必要は

ない｡

これまでの考帯は,いずれも､欲求の主体と配分の主体とか自然的に統一さ
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れているばあいを想定していた.もっとも､豪産のはあいは､正常なばあいで

も､子供個体か成長して分離するという過程を不断にくり返しているわけだか

ら､その統一かそれほど完全だとは言いえず､むしろ､統一と分裂のあいだを

斬描しているものと見ることもできる｡

問題は､複数の人間からなる1つの姓団を考えるときに出て くる｡まず､こ

の奥田が､欲求の主体であるとともに配分の主体でもあることかー可能かどう

かを考えてみよう｡もちろんー各個体はこの集団のなかで､その全生活を営ん

でいるものとする｡とすれば､この典団そのものが欲求の主体であることは難

しい｡欲求は､自然的個体である主体の生理と心理にその根を持っものである

のにたいして､社会的な構成物である集団は､そのような自然的個体のもっ生

理と心理を持っていない｡このためーいきなり典団の欲求について語ることは

できないのである｡

とはいえー集団は､ひとりひとりの個件から柿成されているのであるから､

これら個々の個体の欲求の合成としての集団の欲求についてはー語ることかで

きるはずだという細論もあり得よう｡しかし､合成された欲求をーなお欲求と

呼びうるかどうかは､疑問で･ある｡それに､配分主体について語るとき.何も

この姓団に､たとえ合成された鉄球にせよ､何らかの自然的 ･実体的な欲求を

押しっけて理解する必要はないだろう｡

配分主体であるためには､むしろ単一の配分目的の体系を定立し得ることの

方か大切な点であり､具体的な欲求そのものはその背後で間接的な形でそれを

支えておればいいのである｡主体という名にふさわしいのは､目的の定立およ

び配分の決定のいずれにおいても､1個の意志作用か働いていることである｡

この点で1集団のばあいと単一の個体のばあいとちがうところは､おそらく､

欲求と目的との関係であろう｡

1兆団のばあいには､それが定立する配分目的の典型的なタイプとしてつぎ

の3つを挙げることができる｡

第 1のタイプの目的は､その姓団を構成する個々の成長の欲求のどれとも無

関係であって､ただ続一件としてのこの姓団にとってのみはじめて意味を持ち
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得るような目的である｡このような目的の定立にあたっては､永年の慣習によ

るのでなければ､その娘団内部でのかなり明稚な意志形成か必要とされるだろ

ラ.

第2のタイプは､その集団のなかの特定の個体またはグループの欲求がその

まま典Efl全体の目的として定立されたはあいである｡

第3のタイプは､その範団の個々の構成且全長の欲求を叔大取に充足するよ

うに定立された目的である.このときは､たんにどの欲求が重要であるかとい

うことだけでなく､姓のどの欲求をどれだけ実現するか､というぐあいに､

｢誰の｣という新たな選択項が加わることになるのである｡

いずれのばあいも､この姓団の目的の定立のためには_この集団の意志形成

の手続き過程を伴わねばならない｡それが､慣習的なものであろうと､独裁的

な仕方であろうと.あるいはまたー民主的な仕方であろうと､ここでの放論に

は.無関係である｡

以上の考群を要約的に示しておこう｡配分の主体とは､配分の目的を樹てる

ことのできる一つの意志を持ち､かつそれら請目的に配分されるべき資源を支

配している､個体または家庭または姓団である｡いずれのばあいも.各個体の

欲求か主体の目的の起源になることかできるか､そのさい､すべての欲求がそ

のまま主体の目的に転化するのではなく､欲求は主件によって反省され､評価

され､その一部の実現のみか主体の目的として定立されるのである｡したがっ

て､目的の定立は､意識された行為である｡また､典団か定立する目的の中に

は､個々の成長の欲求に直接の起源を持たない (根ざしていない)′ものも含ま

れることかできる｡

おわりに､上の3つの型の主体の実際の存在の仕方について冊単に触れてお

こう.現実のなかで､それぞれの型の主体は､単にそれらか並立して存在して

いるというより､むしろ層をなして一定の構造的関係のもとに存立していると

貰ったほうかよかろう｡

たとえば､単独の個体だけで生活するばあいも､皆無とは言えないか､いず

れのばあいも､ロビンソン ･クルーソーとか.たとえば､密林のなかの生き残
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り日本兵､小野田､横井両氏のような､きわめて特異なばあいに限られる｡多

くのばあい､個体は､家庭の成長である｡このとき､配分主体としての個体は､

一定の制約を受け､部分的には､家庭という配分主体に統合された形でしか､

現われることかできない.しかし､この末座にしても､個々ばらばらに独立し

て存在しているわけではない.番数の家庭が 1つの社会を構成しているのか､

普通である｡

したがって､集団の中でももっとも普選的な娘団である社会は､個体､家庭

およびさまざまな小集団を､その内に含む形で存在している.

そうなると､家庭の資源配分は個体のそれとからみあった形で行われるだろ

うし､1社食の資源配分も､家庭や個体､それに′ト娘団の資源配分を媒介にし､

また､逆にそれらを規制しながら行われることになる.こうした問題は､いず

れも本書のとりあっかう範囲外のものである｡

(6) 古己 分 業 材

配分案材は､直接または間接に欲求充足に役立っ財､労触､および自己の生

活過程を構成している時間から成り立っている｡

欲求充足に直接に役立つ財はー圭に､(a)食物や衣類､エネルギー､家具な

どのEl常的生活手段および専修品など､一般に､消架肘と呼ばれているものか

ら成るが､そのほか､(b)生活の場としての土地､(C)他人による労槻サービ

ス､かふくまれる｡

間接に役立っ肘は､直接に役立っ財の生産に何らかの仕方で入り込むことに

よって欲求充足に役立っことができる財で､このなかには､(a)自然資源.(b)

労働手段 (道具 ･茂掘 ･装置など)､(C)土地､など､いわゆる生産財 (中

間財をふくむ)のほかに､(a)労働､かふ くまれる｡

しかし､直接または間接に欲求充足に役立っ財がすべて配分素材になり得る

わけではない｡配分概念の合意からして､配分素材となり得る財はつぎの条件

を滞たすものでなければならない｡

(1)その肘は､禎数の種類の欲求充足の目的に役立っこと (複数の用途ま
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たは用途の代替性)､

(2)その肘は､相対的に希少であること (希少性).

この条件 (1)からすれば､直接の欲求充足手段のうち(a)のカテゴリーに

尿するものを配分素材のなかにふ くめることにはt問題かあるように思えるか

も知れない｡なぜなら､直接の欲求充足手段のうち(a)期のものつまり洞架財

は､用途が特定されてしまっており､概数の用途をもっことが少ないからであ

る｡この意味では､配分素材のなかから(a)規の直接欲求充足手段を除いても

いいように考えられる｡

ところか､配分行為の現実のあり方を考えて見れば､それがt配分目的とし

て定立するのはーいまの時点における欲求充足に加えて､ある程度の将来の期

間にわたって生じてくると予想される必要の充足であるし (先行配慮)､他方

でー配分素材としては､いまの時点で主体か現実に支配している資源だけでな

く､その将来にわたる期間内に支配下に入ることが予想される資源をもいまの

時点での配分素材のなかにふくめた上で配分決定をしてしまうのである. こ

の点を考慮すれば､たとえば米や菱がある単一の直接的欲求充足に､つまり食

料としてのみ役立っと仮定しても (じっさいにはー飼料としても使えるか)､

それをいまの時点での欲求充足と､将来の時点 (複数)での欲求充足とのあい

だにどういう比車で配分するかという問題は十分に成り立ち得るのである｡

したがってt直接的な欲求充足手段のすべてか配分素材になるわけではない

としても､備蓄可能なそれのばあいは､たとえそれが複数の用途をもたなくて

も配分素材のうちにふ くめることか適当であが 3)｡

また､間接的な欲求充足手段 (生産財)のばあいでも､たとえば､技術情報

は配分素材とはなり得ない.なぜなら.技術情報は､一般に､特定の生産過程

のために特化していて､複数の用途をもっことは少ないからである｡しかし､

それよりももっと木賃的な理由は､この情報を生産するために労働その他の資

渡かそれに配分される必要かあるとしても､できあがった情報そのものはそれ

を利用することによって減少したり消滅したりするものではなく､同時に複数

の用途に利用できるし､また､いく度でもくり返して利用することができると
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いうことである｡ただ､情報の保存 ･伝達のための媒体か､紙 ･インク ･地性

体などの物質的莱材から作られるため､複数の用途に用いるにあたっては､そ

の面からの制約が存在している｡しかし､この制約は資源としての情報そのも

のを問題にするさいには無視してもいいほど小さい問題であり､むしろそれら

物柴的某材そのものの配分問題として取り扱うことか適当であろう｡こうして､

生産安東である情報でも､それ自体は､複数の用途間で浪合することはないわ

けだから､これを配分素材のなかにふ くめて考えることはできない｡

このように見てくると､一部で時として行われている生産即配分というぐあ

いにそのままストレートに対応させることは誤まりであることか分かる｡

配分素材としてもっとも重要なものは労鋤である｡ただし､ここで_それを

労働力というタームでつかむか､それとも労働時間というタームでつかむか､

あるいは生活時間､いな､たんに時間というタームでつかむかは､1つの問題

である｡時間についての考察から始めて見よう｡

時間を配分素材の中にふくめるべきかどうかということは､時間配分という

言葉がいまや広 く一般に用いられているにもかかわらず､依然として､たいへ

ん厄介な問題である｡何よりも､ホワイトヘッドも言うように､時間というも

のを出来部から独立にとらえることはできない｡ホワイトヘッドは､時間を出

来事の持続から派生する観念である､と理解している｡

もちろん.時間配分と言われるときの時間そのものが､じつは､すでに時仰

一点ではなくーむしろかなり特殊な規定を受けた時間であるという暗黙の前提

については､多くの人が気づいてはいる.つまり､配分され得る時間は必ず個

々の人間の生活過程を捕成している時間でなければならないのである｡ ベ ッ

カー (GaryS,Becker)に代表される ｢時間配分 allocationoftiJ)e｣概念

を用具とした生活分析や3り､社会学者を中心とした ｢生活時間配分 Zeitbudg

et｣の研究に35)､共通して見られるものは､24時間からなる1日の生活過程

を､あるいは一生の生活過程を､時間の丑ないしは時間の配置の観点から考察

しようとする方法である｡

しかし､おなじ生活過程を珊成している時間であっても､労触時間とそれ以
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外の時間とでは､資源配分という文脈の中では､おのずからその意味がちかっ

てくるはずである｡周知のように､マルクスは r資本論』の準備ノートである

r経済学批判票群』において､ ｢時間の経済 (節約)｣を経済の本質とする理

解を示していた.この時間は労働時間のことであって､ r芋粥』ではそれか自

由時間をもふ くむ視野のもとで論じられていたか､労働をはじめ人間に本来的

な活動とその産物かすべて疎外された形でしか現われないとされる F資本論』

においては､それは相対的剰余価値の生産と結びついた観点のもとで考察され

ている｡

第2節でも見たように､大熊信行は､マルクスか労働時間のみを配分資源に

救えたことを批判して､24時間の生活時間全体を配分資源とすべきだ､と主張

した｡杉原四郎は､マルクスの立場もじっさいは大熊のこの見解とそれほど距

たるものではないとしたうえで､大熊の主張を支持してい836).

たしかに､欲求充足に役立っ財を生産するのに､時間は大いに関係がある｡

しかし他面で､時間が単独では何もなし待えないことも､また確かである｡何

らかの肘を生産するにしても､時間は労轍とt.古びつかなければ､生産的に機能

しない｡ところか労働と結びついたばあいでも､ぺティによって ｢労働は富の

父であり､土地は宙の母である｣と言われた37)土地ほどの役割も果たさない｡

育むものとしての土地は､それでも､作りだされる財の賀 (種類)を決めるの

に大きな役割を果たしているのだが､時間のばあいは､その中で何が行われ､

何か作られるかということに関しては､まったくの中立､ないしは無関係であ

る｡それは､その中で主体の生活過程が進行していく単なる枠でしかないので

ある38).

枠としての時間がすべて労勘によって満たされているばあいには､配分され

る資源か労働であるとしても､時間であるとしても､それほど大きな追いは出

てこない｡労働も､その密度などを考慮した上で､結局は労働時間という時間

の形で裏現されざるを得ないからだ｡しかしー最小の生活サイクルとしての1

日24時間にしても､あるいは個体としては最長の生活サイクルである人の一

生にわたる時間にしても､その定量の時間は､必ず3種の生活過程のいずれか
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によって満たされている｡その3種の生活過程とは､すなわち､(1)睡眠とか

休息とかの､活動を件わない充足過程 (ときには､無為退屈な時間)､(2)食

事をしたり､遊んだりの､活動を伴う充足過程､(3)充足手段を鞍得する括弧

および充足に付随する活動 (炊事 ･洗濯など)､である39)｡

っまり､(1)に典型的に見られるように､欲求充足自体が 1つの時間過程を

伴い､したがって､定量の生活時間の中から相応の枠の割当てを要求するので

ある｡こうなると､最′トのサイクルについて見て､生活過程を構成する24時

間のすべて (もて余す時間を除いて)が分割されて､それぞれに何らかの種類

の欲求充足に対応していることになる｡しかも､その分割の比車は可変的であ

る｡

このように見てくると､時間そのものか諸目的を実現するための共通な手段

としての性格を持たざるを得なくなってくることは否定できない｡したがって､

やはり､時間を第1次の配分資源とする大熊の主張は､これを受け容れざるを

得ない｡ただし､この時間は､決して抽象的な時間ではなく､あくまでも配分

主体自身の生活時間である｡

以上に開通して､なおいくっかのコメントをっけ加えておきたい｡

(1)このような生活時間配分は､主体均衡を実現しているという主体にと

っての意味はあっても､それがそのまま他に影響を及ぼすことはない｡それは､

配分主体としては､単一個体のみがなし得る配分である｡しかし､この第1次

的な配分によって労働に割当てられた時間配分は､労働か外的対象物に対象化

し得ることならびに他人のためのサービスにも転化し得るという理由から､集

団にとっての配分資源にもなり得る｡つぎに､そのことから逆に､単一個体の

第1次的配分にも反作用を及ぼすことにもなる｡

(2)第2次的な配分資源としての労働時間の丑はt無制限に増加すること

はできない｡個体について見れば_24時間の枠内で､しかも､どうしても必

要な他の生活過程のための時間を控除した以上に増えることはできない｡井田

について見ても､その集団か自由にすることのできる労働時間の丑の上限は､

原理的には､価体のばあいと同様にして与えられる｡
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(3)他の資源は配分決定した時点でその全丑が確保されていることか可能

であるのにたいして､配分資淀としての時間は､それが生活時間であるという

ことのためにt配分決定の時点においてはまったく確保されていない｡それは一

日的とぎれた欲求充足までの間に経過する将来の時間としてしか与えられない

のである｡

(4)第2次的な配分資源を労働タームでとらえるか労働力タームでとらえ

るか､という閉居に関しては､まず､労触タームでとらえたばあいには､さき

にも述べたように､労働密度 ･労働能率を考慮した上で時間で表現するわけだ

からー労働時間タームで とらえたばあいと実質的にそれほど大きな追いは出て

こない｡これにたいして､労働カタ-ムでとらえれば､労働に割当てられた時

間枠の大きさと組み合わせることによって､配分資源としてヨリ具体的な把糧

か可能になろう.

]) 取界革命から 100年を記念して､1971年の定一イタリアのベラジオで催されたシ

ンポジウムの詰報告をもとにLた r控折半と限界革命1 (コl)ソン･プラック桜苛､

岡田純一 ･早坂息訳､日本経済新聞社､1975年)には､こうした問題視角をもっ論

文は見当らない.

a) LionelRobbins.虹 旦旦星弧 On_thenatureandsignificanceofec_Q_D_Oqicscien

払 3rded.,1984(1stedn.,1932),p.16(第2版にもとづく辻六兵特訳 r撞折

半の本巽と意軌 東洋撞蹄新報社､1957年､25<,JT).

3) アキャナンは､ u経済同盟を丘珠したロピンズの言剛まほとんどすべての撞済草

の教科晋に入り込んでいる'-と述べている. ｢この経済学の問題は希少な手段の訳

-陶係にある､すなわち放合す古詩目的の間への配分の問題であり､これは希少性

という中英によって必要となったもので､選択の必要でもある. r経済学の本質と

尭軌 か出てはt=めて､経済学者たちは自分たちの冊力をもはら広重の希少性によ
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って生じた諸問題に､また配分決定をすべき必要に注ぐようになった｡ ｣.しかし､

プキヤナンは､ロピンズにたいしては批判的で､ ｢資源配分の理論｣ではなく､

r市堤の理論Jを経済学の基礎的研究の中心舞台にすえるべきだ､という立場をと

っている｡参照 :JaDeSN.Buchanan,WhatShouldEcoTIOnistDc?.Indianapo王is

.･LibertyPress,1979.pp.20aTld18.

4) ｢個体｣という語は ｢生物個体などという形で用いられることか多いので､それ

を人間に用いれば､読者にある唖の抵抗感を生じさせることか予想されないでもな

い.といって､通常用いられる ｢個人｣という語にすれば､これは r社台｣という

語にたいして使われるばあい ｢家庭Jをも包含してしまうようになる｡本書では.

個々の人間と家庭とを恵碓的に区別することにも邪者の理論上の立場かあり､その

ため ｢個人｣よりも ｢個体｣なるタームを選んだ｡この語を用いることによって､

入梅的なものを捨象しようというのでは決してない｡

5) ロビンズ自身は ｢配分｣ (allDCationまたは distributi8n)という用語は用い

ていないが､彼のつぎの文部 ま､破かたんなる ｢選択｣を超えた ｢配分｣の事実を

頭に思い描いていたことを確実に示している. ｢1日には24時間しかない.われわ

れは､これらの時間か用いられうる種々の用途の間の遇択をし別 ナ九はならぬ.｣

(op.cit.,辻訳ー 24<･;)ただし､蛙がそれを概念として明確につかんでいなか

ったことか､後述するように､彼のは論に弱点をもたらすことになっているのも､

確かである.

8) サミュエルソンは､ r経済学JIにおいて､ ｢今日の経済学者が大体において同意

するはず｣だという､配分と分配とを軸とした､彼の珪済学玉藻を与えている (Pa

ulA.Sap)ueエson,_EconoE)ics,6thedn..1964, [都留正人訳､着波音店.6ぺ･/T])

7) JosephSchu即eter.DasWeserlu71dderHauptinhaltdertheoretischenNatio71

迦 _kQn叩ie,1908.S,50(シュムベーター r理論経済学の本葉と主要内容J大野

忠男他訳､岩波文庫､1983年､(上)112<Li).

8) ミーゼスはもっと一叔化された理由から同じことを主張している.彼は､そもそ

も r行為｣一虎が､｢つねに､木質上.ある串態を他の事態と変換することである｣

という立場をとり､ r孤立した猟師か自分自身の洞半のために一匹の軌物を殺した

ばあい.彼は自由時間と弾丸を食物と交換したのであるJと牌する.ミーゼスはこ

のように､ ｢その行為か一人の個人によってなされ.その個人が他の話個人と何ら

協同関係にないばあい､われわれはその行為を自己内交換 (autistic)と呼ぶJと

している (Lu山ig叩nNises,恥担且.旦dion;atreatiseo77CCO_n叩i_C3.1949.3

rdrevisededn..1966,P.194).

9) E)ischofWhately,1出 u_ci凹T___le_cturesOTEI)OliticalecD71OnYu 1831.なお､



シュムぺ-タ-は､ c̀atalactics'と細る (皿出..S.50,訳113<ii).

1D) FriedrichA.Hayek,Theerrorsofconstructivisn,inhisNewstudijiS_in__

如il_Q_SO_Phy._18_li上皇且L ei:On四ic芦_?71dthehistory ofidea_S,RoutledEeaKega

nPaul,1978.

ll) 大熊倍行 F賛混配分の理論J東洋経済新報社､1967年､65.66.79ペ芸.なお､同

番中の茄3帝 ｢価値論詰合の沈み 一 労触配分の原理｣は､1922年に r生産力配分

の原理｣とLて執証､27年に ｢配分原理｣と屈して r商学研究J (東京帝大)に載

ったもの､第5章｢F資本論Jにおける労倣配分の法Ju｣は28年に rマルクスのロ

ビンソン物語｣と盟して軌茸､ r改造Jに指故したもの､第4茸 ｢配分学説史考｣

は28年に執雫､29年に r研究誌弘1 (南開高市)に晃妾したもの｡これらは､澱初.

他の 1滴とともにまとめて rマルクスのロビンソン物語J (同文館､1929年)とし

て出版されたのち､いくども異なった題名の昔物に収録されている. r資源配分の

理論Jに再録されているものは､ rマルクスのロビンソン物語j中のものからー表

題､仮名遣いのほか､貰いまわしなどに若干の変更があった程度である.

12) 前掲壬5=､V,vi,66.269,274以下の各';I;.

13) リカー ドが､ àpportion'および Lallotn]ent●という単語をもちいていたこと

を.大熊は指摘している (前和書､76.77,376ぺ,;).

14) 大熊.荊掲吉.265ぺr:;以下､および277ぺ･JT以下. OskarLange.OntheeconoJ]ic

theoryofsocialisJ).nBA 血 giEcon叩ic_S_tu4皇旦蔓.4(1-2).Oct.,1936and

FetI.,1937(のち､次昔に収録 :BenjaEbinE.Lippincott(ed.).g_n__thu cjR n

ictheorycfsocialiszE.TJleUniy.ofHimeSqtaPr.,1938【ハイエク等の論文

と合せて､土J=沖訳 l計画経済理論J中央公論社､1942年､に訳出されている]).

A.C.Pigou,SOCialisEqVersusCapit榊 .Nacmillan.1937(ビデウ F社会主

茸対資本主義l北野鴨審男訳､東洋注析新報社､1952年)｡

15) TalcottParsons,Wantsandactivitiesin71arshall.QuarterlyJourTtaLof

fLO_71ロmics,(46),Nov.,1931.p.126.

1B) 此id..p.103および T.Parsons.恥軸 .1937.Pap

ertlaCJ(edition(1968),p.132(パーソンズ r社会的行為の捕造 2 マ-シャ)L,

･パレー ト論J稲上穀他訳､木摺社､1986年､7べr:;)｡なお､バーソqrズはのちに､

T配分 allocati叩｣の概念を経済学から信用したものとして､ r資源配分｣以外

にも拡張して用いている (F社全体系篇j佐藤勉訳､背本音店t1974年､123ぺ,;以下)

17) Fr ankH. K night.HThe c omn n Sense OE polit ical econo叩"(Nicks teedrepri
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nted).J叩口坤王oLPolitic山 E日払姐土.Oct.1934.p.661.

18) ミーゼスの流れを汲むハイエクも､1936年2月10日に行なわれたロンドン経済クラ

ブでの甚訓諭満において､ ｢適訳の論理は_有限な諸手段を種々なE]的の閏に割当

て (allot)なければならない個人にのみ適用される｣と､いわq)る資源配分を説

明するのに､ àllocation'と類似の àllOt'なる語を用いている (ただし､割

り当と配分では.散妙な差異か生じる可能性かある).TEconqJ)icsandknowledge.

"初出.出血 追.Feb.,1937｡現在は次昔に収録.F.Hayek,TndividuallisED

arLdEconozDicOrder.RoutledgeandXeganPaul.1949､および J.N.Buchanan

/G.F.Thirlby(eds.),L旦止._Es_saysOn加st,～.Y.U.Pr‥ 1981.

Lg) 第1詔 第1茸 丁商品J 第4茄 r商品の物神性とその秘密｣.

20) マルクスの価値論の基底には､この労胸時間醗分の理論かあるが.その配分理論

に認められる上の間温点は､労触佃値詩の技術主義的理解へつながっていくように

思える｡

21) 大熊 F資源配分の理論j123qJj'｡ただし､引用文は †マルクスのロビンソン物語J

による (以下､同様)｡

‡2) 厳密に言えば､両者はそのまま対応することは､ない｡将来の欲求にたいしては､

それまでに支配下に入ると予想される資源を当てることを予定し得るからである｡

23) メンガーは､このことを十分に承知していた (CarlHenger.GrundsatzederVQl

ksuirtschaftsLehre,2.Aft..S.57.60.p-般理論堤防学J八木他訳.みすず

昔防.1982年)｡

2J) 前掲苔.129-130ぺ(?.

25) この点については､杉原四郎のつつこんだ考帯がある.同 r経済原論 1- ｢経

済学批判｣序説J同文臥 1973年ー54-6べi/=｡なお､第5打を参照｡

26) 前柑寄.131一㌔7.

27) 荊鞘諾､131<･JT｡

2日 前掲苗､131-2べ,?.

29) ｢主体均衡｣という語があり.これは､ジエヴォンズに見られるように､-虎に･

主体の欲求充足とそのために主体か積牡にするもの くたとえば_労働)とのあいだ

の均衡を指しているから､厳密に言えば､上で言うばあいはこれに当てはまらない･
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窮6章節2節を参.qftのこと.

3D) 前掲苦､86ペr:7.

コ日 大脂では. rゴッItン｣は_限界効用均等の法RrJの代名詞として用いられている｡

ゴツ七ン自体について見れば､全体性についての認鼓かないとは速断できない.Fle

m]anAfleinrichGossen,E仙 derGesetzedes耶niE山上chenVerkehrs.

unddarausHiessendenRegelTlfurmeTlSChlichestZandelTl.1854,NeueAusg..

1889,S.48を参照.

32】 大熊は客税的な労働価値説と主税的な効用丁剛直諒とを結合して1･Oの価値論に仕

上げることかできるという価値論定合の立場に立っており､マルクスとゴッ七ンを

そのシェーマに当てはめて理解しようとしている､と考えられる.

-33) よく近代珪済学者がやるように､同一種類の故未充足であってもそれか異時点であ

れば､これを異種の欲求充足と見なす､と玉藻する方法もあるか.それはたんに挽

作上のテクニックにすぎず_そのようにしたからといって_実体的な認蕗に新たに

何ものかかつけ加わるわけではない.

34) たとえば､GaryS.Becker.ThethoryofallocationoftiJ)e.巨⊆旦地 JourrL

i1.75(299).Sept.1965を見よ.

35) たとえば､SteffenH.Wilsdorf.Zu血8eEriff～ZeitbudgetI,yis声印SC声f叶ic_

heZeitschriftderKarl-Marx-UniversitatLeiT)ZigニGeseHschafts-undsprac

hsvissenschaftlicheReihe.32(3),1983および GerhardTintneretal..TiE)e

budget.171ternati叩aLEncvcloT)aediaDfSocialSciences,1969を見よ.

36) 杉原四郎､前掲昔､5416べ,j=.

37) ぺティ r租税京柄削 大内 ･松川訳､若政文臥 119<,I.

叫 近代経済学者の中には､時間の棟塩的な役割を認めようとする人かいる.ltfツコ

-サー (RichardZeckhauser)かその人で.彼は r効用の唯一究瞳的源泉は時間の

処分権 (disposition))であり､ベァか 一にしても､時間を r制約｣としてしか

取り扱っていない､と批判して自らの立場を際立たせている書.RichardZeckhause

r.TiJ)eaStheultiロateSourceOfutility.QuarterlyjournalofEconoBIics.

87(4).打DV" 1973.なお､NarcJ.Roberts.DntiJDe,laid,ち. r時間は､基

礎的な希少資源であるJと､述べている.

39) 生括過程の区分の仕方は､この3唖に限らない.第3部第3車第3応を参胤
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弟等 3 牽 欲 求 カ ､ら 酉己牙 目 白勺 へ 1)

本章では､配分行為を形成する3つの奥故のうちもっとも主導的なものであ

る配分目的について考えていきたい｡そのさいー基本的な立場は大熊倍行に負

っている2)｡

(1) 欲 求 の 構 造

(a)具侍的な話欲求 人間の欲求の種類は多様であり_また､さまざま

な現われ方をする｡そうしたいろいろの欲求を､現象のレベルで大づかみに整

哩して並べてみよう｡

(a)水 ･食物を求める欲求 (摂取の欲求)

(b)睡眠 ･休息を求めたり､あるいは逆にスポーツ ･ゲームなどで体を動か

し頭を使いたいという欲求､創作活軌や芸術鑑賞､その他の趣味 ･娯楽な

ど､あるいは喋想 ･折りなど､ともかく主体か行為をすることに重点のあ

(自己活動の欲求)

(C)いろいろな道具その他の方法で､生活を便利 ･快適tかつ楽にしたいと

する欲求 (煩労軽減の欲求)

(a)寒暑を避け､温暖を求めるなど､括L:で快適な自然環境 (広鼓の)3)杏

求めようとする欲求･- ---･-･- ----- (自然環境への適応の欲求)

(e)異性 ･家族 ･友人など､直積に揺する他の人間との関係において､それ

をより親密なものにしたい､現状を維持したいt関係を断ちたいなどの故

(人間関係への欲求)

(f)社会関係 5)の中で.自己の位置を何らかの意味で改馨したいとする欲求

(社会環境への適応の欲求)

各項の末尾のカツコ内は､それぞれの欲求に共通の性質と思えるものを

便宜的に表示したにすぎない｡

このように､欲求か外に現われるときには､かならず具体的な行為と結びつ
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いている｡その行為は､主件それ自身の状況ないしは主体を取巻 く状況を何ら

かの意味で維持しようとするか､変化させようとするものである.

(b)慮 欲 求 しかし､こうした欲求は､それ自体としては無定形のも

のであり､衝動とよんでいいものかも知れない｡このようにー外に現われる具

体的な欲求の出発点をなす未分化で無定形な内苑的要求を ｢原欲求｣と呼ぶこ

とにしよう.

原欲求は､まず第 1に､生命体としての人間を個体としても唖としても維持

することと深く結びついている｡生命体か維持されるためには､環境との間の

物東代謝か低調に行なわれることを軸に､内部環境の恒常性 (hoJ)eロStaSis)

か保たれることか必要である｡この内部環境の恒常性の耗拝は､生体それ自身

の自律的な調聖作用によるところも大きいかー何といっても.生体組織を形成

したり､活動のエネルギー源となる食物や水をとり入れ老廃物を排准する行為､

また熱の出入りを調節する行為を必要としている｡内部環境の状態に応じて必

要な行為に主件を向かわせる媒介の役割をするのか､欲求である｡それはまず

空腹を満たそう､掃きをいやそうという庶欲求として現われ､ついで何をどれ

だけ摂取したいとする具体的欲求の形をとるか､それかじっさいに実現すれば､

ひとまずこの具体的欲求も､原欲求も､ともに消滅することになる｡ 原欲求

のうちには､人間の社台的存在としての面に起源をもっものも.かなりの部分

を占めているはずである｡個件の側での直接的な欲求のレベルでは､個人的な

人間関係も､制度的な社台にたいする関係も､いずれも同じようにt既知また

は未知の ･眼前のあるいは想像上の ･個々のあるいは集合的な ･他人にたいす

る関係として現われる｡

社会環境の中でできるだけ適合していきたいとする欲求は～この環境を自己

に都合よく変えることによってか､あるいは自己自身をこの環境に適合するよ

うに変えていくことによってか､その実現の難易の問題は別にして､ともかく

いずれかの方向で実現されることができる.具体的な実現のされ方はー自己お

よび環現のそれぞれの状況に応じて､じつにさまざまであろう.

社食的存在であることと轄びついた欲求机 生物的存在であることと結びつ
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いた欲求のように1次的欲求 (基本的欲求)か､それとも後天的に形成された

2次的欲求 (派生的欲求)かはtここでは問わないにしても､前者の欲求が後

者の欲求よりもずっと故雑な心理的過程を通過して発現してくること､したが

って具体的な現われ方はー社会環境そのものの多様性ともあいまって､きわめ

て多くのヴアリアントを持つことは確かであろう｡

このほか､心理的な起源をもっ欲求を原欲求に加えることかできる｡情動性

欲求および内因性欲求もそうしたものである6)｡さらに､人間のようにひじょ

うに裡雑で稀度な神経系によってホメオスタシスを維持しようとしているはあ

いは､この神経系自体の触きを安定させるための原欲求を想定することもでき

よう｡これらもまた､その具体的な現われ方はさまざまである.

(C)欲 望 と 必 要 欲求概念を確定するために､つぎに原欲求から具

体的な欲求へと進む関係を説明しておこう.

原欲求は､すでに述べたように､まず生体の内部環境に現われた何らかの意

味での不平衡状態を解消したいとする･いまだいかなる特定の具体的行為とも

籍びつかない ･その意味で未分化な欲求である｡このほかー社台的存在である

ことと結びついた欲求､心理的担源をもっ欲求､および文化的欲求7)も､この

度欲求にふ くめて考えることにしたい｡これらのいずれも､原欲求としては､

何らかの意味での主体の不安定な状態を解消しようという､しかし未分化な欲

求である.

問題となっている不平衡の､あるいは不安定の種類によっては､それに対応

する原欲求は､反射的 (および条件反射的)に不平衡を解消しようとする特定

の行為を尊くばあいもある｡

多 くのばあい､原欲求は､過去の経験 (知識による想像上の経験もふくめて)

の記憶から呼び起こし選び出された特定の具体的行為に主体を駆り立てようと

する締動として作用する｡このように原欲求から衝動によって惹き起こされ､

具体的行為のイメージをもって主体を誘う心的状態を鑑望と呼ぶことにしよう｡

原欲求が欲望へと生成する段帽では､欲求実現の行為のための諸要素が､庶

想的であれ現実的であれ､主体によって具体的にイメージされねばならない･
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たとえば渇きをいやすという原欲求は､掃いホとか､熱いお茶とか､ジュース

とかという具体的な諸要素の認識と結びついてはじめて欲望となる｡だから､

現実に存在するこれら詰責粟を知覚したり.想像したりすることがきっかけと

なって､欲望が生成されたり､弛められたり､具体化の方向か特定されたりす

るばあいもあり得よう｡いずれにせよ､欲望の段階では､欲求充足の行為かか

なり具体的に主体によって蓑果されており､さらには充足されたのちの充足感

すら先取りして味わわれている､というものなのである｡

原欲求のばあいと同様.この欲望そのものは､意志の力で作り出したり､消

し去ったりすることのできるものではない.

他方で､原欲求は主体の知的作用によっても認識されることかできる.

原欲求がー身体と柑神をもった存在としての人間自身の牧能を円滑にすると

ともに､自然および社会という外部環境との間の適合性を稀めて､その生存条

件をより良くしていこうとする客観的な必要を体現しているかぎり､これは主

体にとって充足されねばならないものである｡そして､そのためにはどんな行

為か必要かということが吟味され､認杜されねばならない｡この諾徒の成果を

必豊と呼ぶことにしよう｡必畳の認掛こあたっても､一般的に与えられている

欲求実現の諸要素についての知杜かふくみこまれでいる｡

故塁は衝動につき軌かされ､そのかぎりで意志の力ではどうにもならないひ

とつの心的状態であり､したがって主体の客観的な存在諸条件による規定づけ

からの相対的な自由を保持しており､このため一時には剃部的な､時には過大

または過小な欲望が成立したり､はなはだしいばあいには主体の存在諸条件に

有害な影響すら生じるばあいが出てくる.これにたいし､必豊は､主体の認鼓

作用そのものが欲望の彰呼を強弱さまざまに受けるにしても､主件の客観的な

必要を相対的に正しく反映した詰責削こ達しうると考えられる｡

こうして同じ庶欲求から出発し､そのかぎりで主体の客観的な諸条件に規定

されながらも､欲望と必要との内容かつねに一散する保証はどこにもない｡じ

つさいには､むしろ両者の不一致が普通のことであろう.健康なばあいには必

要以上の欲望 (食欲)かあったり､反対に病気のさいには､栄養摂取が必要で

- 165 -



あっても欲望 (食欲)はほとんどない､というばあいがよくある｡他方で､自

分の心の中に初いてくる欲望を自覚することか原欲求の存在を気づかしめ､必

要の認砧に導くばあいも多いはずである｡さらには､必要の強さの認蕗に欲望

の弛さか影響し､逆に不必要だという認織か欲望に水をさす､というばあいも

十分に考えられる｡

こうして､ともかくも､ひとは欲求を自覚するのに､感情のルートである欲

望と､理性のルートである必要の諾蕗の対抗をもってするのだ､ということか

できる｡

(d)欲 求 の 構 造 欲望と必要の対抗に結著をつけ､充足すべき欲求

を認知するのは､主体の意志作用である｡原欲求を充足するためには､それを

可能ならしめる特定の具体的な行為かなされなければならないが､その行為を

行なうことを決定するのか意志の役割である｡

主体の意志作用がある行為をなすことを決定すると言っても､後にも考帯す

るように､その決定はいくっもの段階を撞て行われるものである｡さしあたっ

ての決定は､この欲求の充足を日ぎして努力することである｡この点初の段階

では､行為の実現にあたっての諸要素は一般的に認識されているにすぎない｡

その行為そのものの種類 ･態様 ･要素についての認識はあっても､その行為か

行われる切 ･状況あるいは他の行為との関連などは.まだ個別的 ･具体的には

ほとんど主休の考慮の中に入って来てはいないのである.その点は､欲望 ･必

要かそれぞれ生成するさいに実現のための条件として了解しているものと同じ

である｡こうして決定された特定の具体的行為への意欲か､固有の意味での生

産である｡

こうして得られた欲求 ･欲望 ･必要の概念の相互の関係を図示すれば､図 ･

1のようになる｡経済の中で実際にその役割を演じるのは欲求であり､他の概

念はこの欲求を通じて経済に横島的な影響を及ぼすことができるB)｡そこで､

庶欲求 ･欲望 ･必要の概念は､欲求概念を捕成する下位要素として位置づけ､

欲求概念の中に包摂してしまうことにすれば､理解しやすくなろうg)｡
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具 体 化

､､､ノ 規拒

〔図 ･1〕 欲求の摘造

ここで2点ほど補足しておきたい｡

第1点は､欲求形成の段階で社会的規範かどのように作用するかという問題

である｡しかしこの間頭はー社台心理学者の仕事であって､経済学者のそれで

はない｡本章では､最範的な欲求の形成にいたるまでに社会的規範か大なり小

なりの影響を及ぼしているはずであるとして.緒論をすすめていくことにした

い 川).
補足すべき第2点は､欲求と原欲求との対応関係である.

庶欲求は未分化で､それの実現のための詩要菜も十分に認証のうちに入って

いないのにたいして､欲求は具体的なイメージとなっており､それの実現のた

めの諸要素も一通 り表象されていることは､すでに述べた｡しかしこのことは､

必ずしもある原欲求が具体化されていけばそのままそれに対応するある欲求に

成るということを意味してはいない｡

ひとっの欲求をとりあげて見れば､それか複数の原欲求を出発点にもってい

るというばあいか普通である｡食欲というもっとも単純なばあトを例にとろう｡

お腹か減って何かを食べたいーというのは原欲求である｡こってりしたものか

食べたいとか､あっさりしたものが食べたいとか､というのもまだかなり原欲

求の色蜘 一軌 ､｡おそらく､比較的近い過去に摂った食事の影響が生理的にも
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心理的にも放っていることか想像されうるからである｡しかし､お茶涜けにす

るか､刺身にするかー天ぷらかーそれとも土はか､という段階になると､増好

が入りこんで来ており､生理的な起源をもっ食欲という原欲求のほかに､文化

的な - これがどんな原欲求に発するかは別にして 一 要因が入りこんで来て

いる｡したがって､一見簡単に見えるー何か具体的なものを決めてこれを食べ

たいという欲求も､いくつかの原欲求からの合成である.ということになる｡

着るという欲求になると､その点はもっとはっきりする｡寒暑の中で快適な

生活をしていくことのほかに､美的欲求､対人的 ･村社会的な欲求をも同時に

体現しているのか､着るという欲求である｡生活にある程度以上の余裕のある

人びとのばあいには､着るということに関して､生理的な起源をもつ原欲求に

左右されることはずっと少なくなって来てさえいる｡

(2) 欲求の生起と充足

さて､欲求構造を以上のようにとらえることができたとしても､実際に現わ

れる欲求のすべてか経済的な意味をもちうるのではない｡そのことの考察は次

項以下でおこなうことにして､さしあたっては､その準備としてt欲求の生起

と充足の具体的な仕方について､いくつかの面から見ておくことか適当であろ

う｡

(a)欲求の生起と充足の詩パターン 欲求の生起の仕方はさまざまてあ

る｡たとえば､呼吸｡吸って吐 (- これか､欲求の生起と充足の1サイクル

である｡そしてこのサイクルが間断なくくり返されなければならない｡このば

あい､欲求充足行為の単位として 1回の呼吸をとることは､かならずLも適切

ではない｡

つぎに食事を例にとれば､1回の食事の間でも､われわれは御飯 ･おつゆ ･

お菜と交互に箸を移すが､これは1管ごとに変化する瞬時の欲求の生起と充足

の交代にしたかったものであろう｡また､朝食を十分に食べて充足しても､数

時間もすればまた腹か減ってくる､という形での欲求の生超と充足のくり返し

が､1日のうちに何度かあり､それが､通常のはあいは.さらに24時間のサ
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イクルで くり返される｡睡眠の欲求も､1日の周期で生産と充足がくり返され

る｡これらのばあいも､欲求の生超と充足のくり返しをどれだけまとめて考察

するかは､認誠の目的によって異なるというべきであろう｡

社台的な欲求.文化的な欲求になれば､欲求の生起も不規則になるばかりで

なく､充足に要する時間もさまざまである.

こうした事情は､種々の欲求充足の重要度などを相互に比較するときなどに､

大きな意味をもってくる｡

(b)欲求の充足手段 一般的に言って､ある欲求が充足されるとき､そ

の欲求と､充足行為と.そして充足に利用される手段とのあいだの関係につい

ては､いくつかのばあいかある｡

第1はt欲求充足の行為か､本来的には何らの外的対象物を要求しないばあ

いである｡さきにあげた ｢自己活動の欲求｣を満たすような行為のうち､睡眠､

斬り､ある種のスポーツ ･娯楽などがこれにあたる｡

第2は､欲求充足は行為それ自体によってなされるのだけれども､その行為

をするために外的対象物11)か要求されるばあいである. ｢自己活動の欲求｣

のうち第1の部類に入らないものは､この部矧 こ入る｡睡眠でも､枕 ･布団を

要求するかぎりは､この部類に属する.

また ｢人間関係への欲求｣にしても.対人関係をスムーズにするための贈り

物などを用いるばあいは､やはりこの部類に属する｡

第3は､その欲求を充足するためには.どうしても外的対象物か要求される､

というばあいである｡このばあいも､許しくは3つのばあいに分けることがで

きる｡

はじめに､ ｢煩労軽減の欲求｣を充足するためには､これまでの欲求とちか

って､その欲求に対応した特別な行為が要求されるわけではなく_何であるに

せよある行為をするさいに､適当な辻具などが "あれば好ましい'tとして要求

されるのである｡したがって､欲求を充足するのは行為ではなく､外的対象物

である.ただし､何らかの行為においてこの対象物が利用されることか条件で

あって､ この行為の種類そのものに特別の意味はない.例としては､料理をす
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るさいにガスを使ったり､歩くかわりに自転車に乗るばあいをあげることがで

きよう｡また､道具の代りに他人のサービスをあてはめうることを考えれば､

外的対象物のタームの適用範鑑を広げて､仙人のサービスをふくめることか適

当であろう｡自分で沈滞や料理をするかわりに他人にしてもらうはあいかそれ

である｡

第4.放球充足か､行為によるよりも外的対象物によってもたらされるもう

1つのばあいは､ ｢外部環境への適応の欲求｣のはあいである｡衣服をまとい､

扇子をっかい､冷暖房具を用い､住宅に住む｡しいて言えば､衣服の着脱､冷

暖房具のスイッチを入れたり切ったりするという程度の行為は必要だがtそれ

さえしておけば､外的対象物 (他人のサービスをふくむ)の性能の如何によっ

て欲求充足の度合いが決まるtというはあいである.主体はその欲求を充足し

なから､他の行為をすることができる.欲求充足は､彼にとっては､行為とし

てよりも状態として意味をもっ｡

第5｡最後に､外的対象物およびそれを摂取する行為という2っの要菜か一

体となってはじめて充足される欲求が､ ｢摂取の欲求｣である｡呼吸をし､飲

み､かつ食う､まさに典型的な欲求充足である｡摂取すべき外的対象物の嘩頴

は､それによって充足すべき欲求の唖矧 こよって､おおむね決まっている｡こ

のときの外的対象物には､他人のサービスはふくまれない｡

以上に､欲求充足にさいしての欲求 ･充足行為 ･外的対象物という3着の関

係を類型化して見て来たt2)か､個々の具体的な欲求をとりあげたばあいには､

どの頬型に入れたらいいか迷うばあいは当然ありうる｡ただ､ここでの問題は､

個々の欲求 (充足)を上の類型にあてはめて説明することではなく､経済のな

かで意味をもってくる欲求 (充足)を考案するための準備としての類型化であ

る (図 ･2を参照)｡

以下では､上記の請類型に見られる､欲求充足に役立っている外的対象物

(他人のサービスもふくむ)杏, ｢欲求充足手段｣またはたんに ｢充足手段｣

と呼ぶことにしたい｡
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(3) 欲求の強さと大きさ

経済との開通において欲求を考察するときはtその巽的な面 (種類と態様)

とともに.丑的な面か大切になる｡

欲求を丑の面からみると､それはさらに2つの異なった種類の丑をふくんで

いることか分る｡ひとつは欲求の盟主であり､もうひとつは欲求の士ききであ

る｡

(a)欲求の強さ 欲求の強引ま,欲求主体の異なるに応じてちかってく

るとも考えられようか､いまはそのことを問題にしないで､同一の欲求主休に

ついて考える｡

同一欲求主体について見れば､まず欲求の種矧 こよって欲求の強弱に要具が

ある｡われわれの日常経験するところでは､一般的な傾向として､生理的な起

源をもっ基本的な欲求はひじょうに強いものであって､必要か充足されないと

きは r渦き｣ ｢飢え｣ 一 必要か充足されない状態を表現する吉葉がわざわざ

用意されている- となり､いやか上にも水 ･食物にたいする駄望をっあらせ

ることになる｡欠けていることを示す英語の ẁant'がそれゆえに同時に

欲求をも意味しているという説明もーこうした局面では大いに理解しやすい｡

他方で､それか充足されないからといって､生命の維持はおろか日常の生活
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にもさしたる支障を生じないような欲求であっても､それがひじょうに強く感

じられることがある｡たとえば､ほとんどの家庭かすでに備えているのに､自

分だけはまだそれを持っていないという人のテレビへの欲求｡一般に文化的な

欽求は､その強弱に個人差か大きいか､同時に､世間一般の水準との比較にお

いて強弱が左右されるきらいかある.

ただし､こうした説明の仕方には､異論の出る余地かある｡基本的な欲求の

ばあいには､食べるという包括的な欲求が問題にされたのにたいして､文化的

な欲求のばあいには､テレビという特定の外的対象と籍びついた個別的な欲求

が例としてあげられており､もし食べるという包括的な欲求のかわりに､ビフ

テキを食べるという欲求をとりあげたら､テレビへの欲求と同じことか言えな

いだろうか.また､逆にテレビへ向けられた特定の個別的な文化的欲求のかわ

りに､文化的欲求を全件として問題にしたらどうなるだろうか.

ここには､たとえば一口に食欲と言っても､その中には異なった原欲求を出

発点にもっものが含まれていることか示されている.ビフテキを食べるという

欲求は､動物性蛋白質が不足しているという客観的な生理的状態の反映である

とともにーそれがイワシではなくビフテキであるということのうちに､それか

文化的な欲求の性格をもっていることか表わされている｡それでも､食べると

いう欲求の中核は､生物体としての人間を維持するのに必要な養分の摂取にあ

り､食物の種類ないし味は､その点からすれば付随的な意味しかもたない｡だ

からいかに美食家といえども､措摂取カロlJ-､栄養バランスなど､生理的に

許容された範囲内の料理を味わうことかできるだけである｡これにたいして文

化的な必要の方は､享受対象がひとつひとつ歴史的に創られて来たのであって､

1人の人間が享受すべき､あるいは享受できる文化の総量といったものがある

わけではない.

このほか､欲求の強さは､状況の中で変化する.空腹時においしそうなもの

を見たり､臭いをかいだりすることは､いっそう空腹感をっのらせることにな

り､文化的な欲求は､多数の他人かすでにそれを享受していることを知ればこ

いよいよ膨れあがってくるものである.
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また､欲求の飽きは､その欲求充足の実現の見通しによっても大きく左右さ

れることも､われわれの日常経験を省れば容易に知られよう｡30年前の著者に

とってはー海外旅行はぱくぜんとした願望ないしたんなる憧れでしかなかった

のにーいまの著者の多くは､それをかなり強い欲求としてもっている｡持ち家

への欲求にしても､所得か低いあいだは､ぱ くぜんとした憧れにとどまってい

たものがー所得が上昇してどうやら手かとどきそうになったとたんに､強烈な

欲求に変るものである｡

このように､欲求の強さは､同一主体にあっても､いろいろ削ぎあいに変る

ものだけれども､そしてそのことか経済にとって大きな意味をもっ局面もある

のだが､必豊の強さという観点でみると､かなりはっきりした序列づけが可能

であるようにみえる｡そして､そのことは､より強い必要が充足されたのちつ

ぎに強い必要か欲求として自覚される､という仕組みに対応していると考える

ことかできよう｡欲求の漉きが必要の強さに対応している､という命煙は､経

済にとっては大へん大きな意味をもっている.

(b)欲求 (充足)の大きさ 欲求の丑に関する第2の側面は､欲求の大

きさである｡飽きか内包的な丑であれば､大きさは外延的な丑である｡それだ

けに､大きさは強さよりもとらえやすいように思えるかも知れないが､欲求の

ばあいは､かならずLもそうとばかりはいえない｡

それも､欲求か個人の心理的な現象として存在するものであって､これを直

接にとらえることができないという欲求本来の事情によるばかりではない｡欲

求は静止的なもの､つまり､はじめからその姿か全部現われてその大きさもわ

かるというようなものではなく､動的なもの､つまり充足されて飽和にいたる

過程をとおしてはじめてその大きさが現われでくるものなのである｡そのうえ､

欲求はその埋規ごとに異なった質をもっものであって､欲求一般の大きさなど

というものは存在しないという事情もある｡

いま､同一主件について異なった欲求同士を､たとえばビフテキを食べたい

という欲求とテレビを欲しい (または､見たい)という欲求とを較ペてみよう｡

このはあい､そのことだけを見て､どちらの欲求が大きいかについて何らか根
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鍵のある判断を下すことはできない｡そのかわり､異なった主体について同一

種類の欲求について､その大きさを較ペることはできる.Aはビフテキを1枚

で十分だというのに､Bは2枚欲しいとすれば､われわれはBの欲求か大きい

のだtと言ってさしつかえない.もしそのように言えるとすれば､こんとは同

一の主体についてのばあいであっても､異なった時点間であれば､同一種環の

欲求についてその大きさを比較することは､同様にしてできるだろう｡

いずれにしても､欲求の弛さのばあいと異なって.欲求の大きさという観念

は､厳密には同一種類の欲求についてしか成立し得ないように見える｡しかも､

その欲求を十分に充足しつくすまでに要求される欲求対束 (充足手段をとるば

あいのみ)の丑を物差として､間接的に表現しうるにすぎない｡そのうえ､欲

求対象を2倍要求するから欲求の大きさは2倍である､と言っていいかどうか

も疑問である｡

しかし､経済の立場からすれば､欲求の大きさをどんな尺度でつかむか､ま

た聞積にせよ測定された欲求の大きさが､欲求の其の大きさを正確に表現し得

ているものかどうかという問題は､そんなに重要ではない｡その理由は次茄以

下でおのずと明らかになるので､ここではとりあえず､つぎのことを指摘する

にとどめておこう｡すなわち､欲求かその充足のために要求する手段の丑が知

られさえすれば､娃蹄的な考丑が成立するための1つの条件か与えられるとい

うこと､これである｡

欲求の大きさの問題は､それを測定するという問題をはなれても､もうひと

つの面で経済にとって大切な意味をもっている｡

いま､特定の欲求か完全に充足されることを.その欲求の飽和と呼ぶことに

しよう｡そうすると､それぞれの欲求か飽和されるのにどれだけの欲求充足手

段を必要とするのかということについてt何か一姫的な傾向があるとするなら･

経済にとっての与件としてそれを確認しておくことか必要となるのである｡

われわれの日常経験を省るならば､生理的な起源をもっ欲求は強く､強い欲

求ほど明確な飽和点をもっていることが見てとれる.したがってこれらの欲求

は､もうこれ以上の充足行為ないし充足手段は不要であるという飽和准潜に達

- 174-



することは比較的容易である｡水 ･食物への欲求を思い浮かべてみればよい｡

これに反し､文化的欲求などー弱い欲求は､はっきりとした飽和点をもたず_

いつまでも充足行為ないし充足手段を要求しつづけて､飽和状態に連するまで

にかなりの道のりがある｡読書 ･スポーツ ･娯楽などを思い担こせばよい｡

つぎに､架的な面での欲求の拡延傾向を見ることにしよう.前にも述べたよ

うにー欲求はその充足が現実性を帯びるにつれて､潜在的な状態から顕在化し

てくる性質をもっ｡その順序は､生理的起源をもっ基礎的な欲求から始まって､

だんだんに文化的なものに向かうという経過をとるのか普通であろう.第2次

大戦後の日本人の生活様式の変化を見ても､食塩艶･衣料難の時代から始まっ

て､食生活の欧風化ー家庭電化､中等 .高等教育の普及､と大ざっばに見ただ

けでも､その傾向は十分にうかがうことができる｡

ただ､欲求の増大 ･拡延傾向をどこまで一般化できるか､問題は残る｡とい

うのはL資本制社台における欲求の増大は作り出されたものだとするガ)Lプレ

イスの ｢依存効果｣の理論13)､および､短い労働時間と低い生活水準に安住

する未開部族についての人規準からの報告日)などをわれわれは知っているか

らだ｡この問題はあらためて換計することにして､ここでは､現代の経済学の

主講は､駄求の増大 ･拡延を前提にして理論を樹でていることを指摘しておく

にとどめよう｡

(4) 欲求充足の言古条件

前節まででは､欲求とその充足を､むしろそれ自体について見ることにつと

めた.本筋以下ではでは､視点をかえて､欲求充足実現の諸条件に考案をすす

めることにしたい｡ ｢経済｣の中核としての配丑は､これら諸条件の一部分に

かかわっている｡

ひとは､さまざまな放課をもっことかできる｡しかし､それらをっねに充足

できるとはかざらない.というより､自分のうちに生じた欲求の-部分しか充

足できない､というのがふつうのことであろう｡欲求はその充足実現の可能性

を上まわっ七生じるのかつねだからである｡ 15)
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欲求充足の実現は､客観的な諸条件にたよることか多い｡以下では､自然条

件か直接に作用をおよぽすぼあいとか､どうみでも経済的な意味あいをもち得

ないようなものを除いて､欲求充足か実現されるにあたって影響をおよぽす客

観的な諸要因を考察する｡

(a)主体の享受能力と社会的規範等 第1の要田は､欲求主体自身の享

受能力である｡たどえば､あわびの造りをいくら好物としていても､轄入歯に

なってしまったあとでは､食べるに食べれまい.富士山に登ろうとしても､足

か悪かったり体力がなければ一締めねばならない｡芸術の創作 ･鑑貨､スポー

ツについても､おなじことが言える場面があるだろう.

いっぽんに.その充足が主件のなんらかの行為によって実現される欲求のは

あい､そのために必要とされる行為の能力を主体かもちあわせていないならば.

この欲求の充足はおこなわれ得ないことになる.

節2の要因としては､たんなる対人関係をふ くめた社会的なものをあげるこ

とかできる.まず､なにかをしたいと思っても､他人に邪魔をされることがあ

る｡他人のこの妨害行為が社会的に正当であってもなくても､主体がこの妨害

を排除することに成功しないかぎり､欲求を充足できないという事実に変りは

ない｡

あるいはもっと一般的なばあいであるか､社食的な規範を受けいれてみずか

ら欲求充足を断念するばあいかある｡社会的規範の作用についてはー欲求その

ものの形成にさいしてすでに指摘したか､じっさいに社会的規範の指示すると

'ころに逆らって欲求が形成されることは多々あり､しかもそれか実行にうつさ

れるまえに､いわば事前の強制力として働く規範に最終的に従うことのあるの

もまた通常のケースである｡

主体の能力および社台的規範に関連しての欲求充足の断念という事態のなか

には､経柿的なものは何ひとつふ くまれていない｡

(b)時冊 一 配置と長さ 一 第3の要田は､およそ人間の生活は時脚過

程のなかでいとなまれるほかなく､したがって欲求充足もまが 寺間の制約を受

けざるを得ないことにかかわっている｡
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時mかわれわれの欲求充足の実現に影響をおよぽす仕方は､ふたとおりある｡

たとえば､秋のある好日､ハイキングにも行きたいが放馬にも出かけたいと

か､夜は夜で､またと聴けない音楽会とまたと観れない新劇がかち合ったとか､

というはあいを考えよう.もちろん､畳のはあいも夜のばあいも､どちらかを

締めなければならない｡主体の欲求充足の行為の時間配置かたまたま時間軸の

うえで亜なったためーどちらかの欲求充足が不可能になったのである｡

もちろん､たとえば呼吸のように､四六時中t無意議のうちにつづけうる欲

求充足行為もあり､これなどのばあいは､並行して他の行為がおこなわれるこ

とを妨げることはないのだが､そのまえに述べた例のばあいのように､複数の

欲求充足の行為が並行して行なわれ得ないようなばあいか.じっさいにはしば

しばある｡こうしたばあい､ひとは､どの欲求充足を使先すべきかの適訳を迫

られることになる.

追出という行為形式は､経済を基本的に特徴づけているものであるが､しか

しそのことだけをもって､ただちにここでの選択を経済と結びつけるわけには

いかない｡その理由の説明は､なおあとの叙述に韻ることにする｡

時間に関する制約か現われるいまひとつのばあいは､たとえば､1日のうち

に､睡眠もたっぷりとりたい､夜中に読札星の観測もしたい.読みはじめたば

かりの長話′ト説のヒロインの運命を早くたしかめたい､テレビ･ドラマも見た

い､ハイキングもしたい､コンサートも聴きたい､デートもしたい､明日の予

習もしたい､という盛沢山な欲求をもったひとりの若者を想像したときである｡

おそらく､これらの欲求のひとつひとつについては､それぞれ実現可紙であり､

しかも堪能するほど充足することもできるだろう｡だが､かぎられた1日24時

間のあいだに､これらの欲求を充足する行為のすべてをおこなうことは不可能

である｡

欲求充足のうちには､ほとんど餅間的になされうるものもあるが､大なり小

なりある一定の長さの時間を要求するものもきい｡それにしてもーそれぞれが

他の充足行為と並行しておこなわれることができるならば問掛 ま少ないれ 睡

眠のようにー他の恵経的な行為とは両立し得ないものもあり､いっぽんに､墳
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所的な要件のくいちかい､使用される身体諸器官の茄合､要求される意杜の集

中､などを考慮すれば､ひとりの人間によって多数の行為が並行しておこなわ

れることは国難である｡聖徳太子でも8人の訴えしか同時に聴くことはできな

かった｡そうすれば､かぎられた時間枠のなかでtすべての欲求を充足させる

ことはできず.詩欲求がその時間枠のなかでおたがいに放合関係に立っ事態が

生じることになる.このばあいはt行為の時間配置をどのように変えてみても

無血である｡困難は時間の丑のうちにあるからである｡

このはあい､ひとは､一定の時間枠を分割して､優先腹位を与えられた欲求

充足にそれぞれ削りあてることになる｡どの欲求充足に優先順位を与えるかと

いう選択が､ここでも問題となるのに加えて､削りあてる時間の長さも決定さ

れなければならない｡それだけに､ここでの選択の行為と経済の関係は散妙で

ある｡これについても､立ちいった考帯は､あとで与えられる16)｡

(5)欲求充足の手段

欲求充足を実現する条件としてもっとも五葉なのは､欲求充足手段である｡

さきに (第2節の (b)で)考案したように､欲求充足には､大きくわけて､

(1)外的対象物をなんら必要としないもの､(2)欲求充足は行為そのものによ

ってなされるか､その行為にはなんらかの外的対象物が必要となるもの､(3)

外的対象物を不可欠とするもの､かある｡このうち(1)のケースについてはす

でに前項で述べたところであって､時間の問題をのぞけば､主体に享受能力が

あり､かつ社会的制約がなければ､とくに国難はないはずである｡のこりの(2)

と(3)のばあいの欲求充足は､いずれもその実現の条件として､なんらかの外

的対象物を必要とするから､欲求の主体かこの外的対象物を､直掛 こせよ間接

にせよ､実効的に支配することかできているかどうかか問題である｡欲求を充

足するために必要とされる外的対象物は､欲求未定手段 (ときにはたんに五段)

と呼ばれる｡

(a)労優蛸島力と労働時間 呼吸という欲求のばあいは､その充足のため

に空気という手段を必要とするか､通常の条件のもとでは川 一人びとは空泉
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を必要とするだけ捧持 ･利用できるから､問題はない｡食べるという欲求につ

いてはどうだろうか｡空気とことなって､食柏は､それか天然にいかに豊かに

産する土地であっても､目の前にいつでも必要なだけある､というわけにはい

かない.食べるという欲求を充足するための食べるという行為のまえには､最

小限､まず食物を獲得して目の前におくという行為が先行しなければならない｡

き くのばあい､その充足に手段を必要とする駄求のばあいは､欲求充足に時

間的に先立って､その手投を獲得するという準備活動か要求されるのである｡

その手段の入手の方法としては､他人がすでに獲得して支配しているものをな

んらかの仕方で自分の支配のもとに移すはあいとー欲求の主体が自然環境のな

かから､なんらかの仕方で自分で直接に獲得してくるばあいとがある｡前者の

ばあいは､社会関係の性質を問題にしなければならなくなるので､ここではと

りあげない.この論文では､考群は､人間いっぽん (具体的には､個体 ･家族

･種族 ･国民 ･人類を思い浮かべよ)と自然とのあいだに生じる関係にかぎる

ことにしているからである.

自然環境から欲求充足のための手段を捧持する括軌 ま､広く党風 と呼んでい

いものである｡その活動は､たんなる採娘から､自然莱封の変形 ･加工､さら

には栽培 ･飼育の活動もふくむものである｡だから､ (2)と (3)に属する

欲求充足のほとんどは､そのための準備活動として労働を要求すると考えてい

いだろう.っまり､人間は自分の ｢口｣を柄たすためには､自分の ｢手｣をも

ってしなければならないというのか､自然の第 1ルールである｡欲求充足の生

地諸条件を考察しているはずなのに､間堰はふたたび主体にかえってきた.し

かし､さきの欲求主体はーここではすでに労働主体に転化している｡

こうして､ある主件の欲求充足かどの程度実現されうるかは､ます､その主

体自身の労働能力がどの程度であるかによっておおきく左右されることになる.

体力 ･知托 ･熟練などは.労肋能力を決定づける大切な要田である｡温具や故

輔の使用､他人との協同労軌 ま､個々の主体の労触能力を外連的に拡大するも

のとしてじっさいに大きな意味をもっ机 しかし.これらは､さしあたっては､

主体の労鞄能力とともに､技術的な性架をもった要田であって､本番の主題と
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直接のかかわりをもたない｡

労働主件に開通してここで問題となるのは､むしろ､一定期間に支出しうる

労働丑の有限性である｡あるいは.労働の密度を一定とおくならば､主体が労

働のために自由にすることのできる時間の有限性と苦いかえでもよい｡

そこで､中腰はつぎのようになる｡まず､一定量の欲求充足手段を入手する

ためには､それに応じた一定の長さの労働時間か要求される｡ところで､1日

分のもろもろの欲求を充足するために直接 ･間接に必要とされる充足手段を積

待するための労働時間の合計が､1日24時間の絶対的な制約のうちにおさまる

保証はどこにもない｡それどころか､この24時間にしても､そのすべてを欲求

充足のための労軌こふり当ててしまうわけにはいかないのである｡肝心の欲求

充足の行為そのものにもまた､おなじ24時間のうちからかなりの部分かふり当

てられなければならないからだ｡労胸にふり当てることのできる時間の有限性､

これか欲求充足手段を獲得するにあたっての大きな制約のひとつであることを､

まず確認しておこう｡

(b)資源の稀少性 欲求充足のための手段を確保するにあたって､いま

ひとっ､手段そのものの側からくる制約がある｡いっぽんに揃や坤と呼ばれて

いるものがそれである｡もうすこし厳密に表現すれば､充足すべき欲求にくら

ペての手段丑の稀少性である.つまり､稀少性とは相対的な概念なのである.

たとえば､地球上の空気の丑は有限である｡しかし､この丑は､いまの世界人

口50億人(1987)の呼吸にとっての必要をはるかに越えるものであり一旦旦嘘.盟

且二ご無限と見なしてもさしつかえない｡

ところか､他方で､地表に存在している水の丑は､人類全体の必要を満たす

という観点からは無限といっていいほどなのに､地域によっては､飲料水にも

こと欠くという例かある｡また.地球上には兼薪の土地もまだたくさんあるの

に､食租不足から飢えに苦しむ人口はなおかつ人類の1割を占めている18)､

という例もある｡まえの例では一木のふんだんにあるところから水を運んでく

れば水不足はなくなるし､あとの例でも､耕やすことのできる土地をみんな耕

やして食租の生産に当てれば､食粗不足もたちどころに解消する､だから水と
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食荷の稀少性というのは見かけだけのものだ_というは論を立てることもでき

るかもしれない｡

しかし､水を運ぶには､輸送手段のことは別にしても､労働が必要である｡

土地を開墾するばあいも､純粋に技術的な問題としてあつかったとして､なお

かつ水利を整えることもふくめて多大の労働を投入することが必要だという国

広が出てくる｡いずれのばあいも､さきに考案した労働時間そのものの丑的制

約につきあたることになる｡したがって､この点では､欲求充足手段の稀少性

の問題は､労働 (時間)の稀少性に道元されることができる｡

ついでにー稀少性を問題にするばあい､時間に開通した側面をもうひとっ指

摘しておく必要かある｡第1部で見たように､欲求は､それが生撞してから充

足されるまでの時間かいくらかかってもかまわない､といったものではない｡

東急に充足されねばならないものから､ゆっくりと充足されていいものまで､

さまざまである｡また､欲求は､いちど充足されても､くり返し生起してくる

ものである､その時間間隔も､まったく多様である｡そうなると､われわれが

｢欲求｣と言うとき､それは､ある時点で現に生起している欲求のことだけで

はなく､ある経過時間のあいだに生起する欲求の全体をさすものでな(ではな

らない｡そして､それと対比される充足手段の丑とは､そのおなじ経過時間の

あいだにこれらの欲求を充足すべく調達される手段の丑をさすことになる｡こ

の経過時間の長さは､欲求の性格とそれに対応する充足手段調速の事情によっ

て決まってくる.

かくて､稀少性という概念を厳密に定義しようとすれば､時間という要因を

ふくめて言わなければならないことになる｡つまり､稀少性とは､ある主体か

ある時間内に支配することのできる欲求充足手段をもってしては､おなじ時間

内に生起する欲求を十分に充足することができないこと､として五黄される｡

欲求の種類ならびに充足手段の埋ま酎こよっては､ rある時間内に｣を ｢ある時

点で｣とおきかえることもできよう｡いずれにせよ､この時胴の長さのとり方

によっては､稀少性の現われ方もことなってくることかありうる｡

こうした考え方に立つとーある時点で揃少な手段も､時間の巾を長 くとり､
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その間に労助その他の資源を投入することによって稀少でなくなる､というば

あいもありうることになる｡もちろん.その間にそれを上まわる欲求が新しく

生起すれば､掛 ま別である｡

このことを資源の側からみるときは､たとえば再生可能資源としての軸物や

植物の稀少性については､基本的にはその再生産期間を時間単位として問題に

しなければならないことになる｡また､再生不能で､しかも､絶対的に有限な

丑の鉱物資源のばあいは､時間の巾をいまこの世に生を享けている世代だけに

かぎれば､多 くの資源は､潜在的には稀少とはいえない｡その特定の資源の採

掘に労働その他の生産要素を集中すれば､利用しきれないほどの丑を確保する

ことは可能%はずである｡しかし､時間の巾を広げて将来の世代もふ くめた人

類全体の立場に立てば､串T耶ま大きく変ってくる｡文字通り資源の渦渦という

事腰も､資源の種類によっては､そう違いことではない｡

けっきょく､欲求充足手段は､その手段を生産するために投入される資源の

拭存丑か絶対的に少ないばあい､再生可綻資源の1再生期間の生産丑か少ない

ばあい､いずれも稀少となりうるか､しかしもっと日常的にはー充足手段を獲

得するために振り向けうる労働時間の長さが絶対的に制約されていることが大

きい､と言わねばならない｡また､充足手段の調達には大なり小なりの時間が

かかるので､まだ調達の途中でそのときの欲求充足に間に合っていないという

可‡情もありうる｡いずれにせよ､柿少性とは､そうした諸制約のもとで､ある

時間インターバルの中で現われる欲求の大きさと主件か実効的に支配している

その充足手段丑との相対的な関係を表現するタームにはかならない｡

(6) ｢経済｣の成立

(a)克行的配慮 経済的考慮の特質は､近いにせよ違いにせよ､将来の

時点での欲求充足を配慮することにある]8)｡

欲求充足には､充足のための時間を必要とするもの､手段を必要とするもの･

その両方を必要とするものかある.欲求充足のための手段はー多 くのばあい､

どこか離れたところから主体の欲求充足の場所に運ばれてくるか､あるいは自
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然素材を変形 ･加工して作り出されるかして､はじめて主体の欲求充足に利用

されることができる｡だから､多くのばあい欲求充足は､その充足手段を確保

するために､充足の行為そのものからは独立し､かつそれに先立っ別個の行為

過程を要求する｡この過程が生産である.生産は大なり小なり時間過程をとも

なう｡生物的な生長の時間､化学的な反応の進行の時間､熱の移軌かゆきわた

る時間､人またはものを運ぶ時間､情報が伝達される時間､など､さまざまな

時間が生産時間を構成し､規定している｡

また､生産には､労働のほかに道具 ･機械 ･原料など生産の手段も必要であ

ら.これらの生産手段は､ふたたびそれぞれに固有の生産過程をもち､おなじ

ように労働のほかに生産手段を必要とする｡おなじ仕方でさかのぼっていけば.

ひとつの荒れは､葉材のまま自然のなかに眠っている原料に､もうひとつの荒

れは､手と石ころと捧ざれの始点にたどりっくことかできるだろう｡

ここで時間の方向を連にすれば､われわれは､将来の欲求を充足するとき､

現在実効的に支配し得ている原料と道具 t挽描,労働能力､括じて現在の生産

諸条件から出発することかでき､その欲求充足が近い将来に予定されているも

のほど､その充足手段の調達について現在の束件に規定されることが大きく､

速い将来のものほど､現在の条件に規定されることか小さい､という関係か兄

いだされる｡このような事情は､人間をしてー将来の駄求充足のために､あら

かじめその充足手段の調速についての配慮をうなかすものである｡これか五圧

配慮である｡

他面で､この先行配慮は､われわれが自分自身の将来の鉄泉の生起について

の予測をなしうるという串偶によって可能となっている｡第2節 (a)でも見

たように､欲求はその生起と充足にさまざまなバターンかあるか､われわれ阜

とりまく環境に大きな変化かなく､日常的な経験の範囲内であれば､たいてい

のはあい予測可能である.

たとえば､睡眠 ･排壮などは.おおむね1日を単位に周期的に生起する欲求

である.食欲もそうである｡食物の調達 ･謝理は人間にとってつねに大きな課

頓である机 睡眠 ･排池にしても､寝具や寝所､便所や下水管など､あらかじ
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め欲求充足の準備が必要である｡

日常的にはなんら意施されることなく充足行為のおこなわれている呼吸にし

ても､水の中やマンホールの底にもぐるとき､あるいは商い山に登るとき､ひ

とはあらかじめ酸素の不足を予期して､酸素ボンベを用意する｡日常的な条件

のもとでこそ､われわれは呼吸という欲求充足のことを忘れていでもすむか､

この日常的な条件が変化するときは､それに対応する行動横式をとらぬばなら

ず､前もっての配慮が要求されることになる｡

このほかにも､秋が深まれば来るべき冬に備えて暖房 ･衣類の用意をし､身

ごもれば生まれて来る赤ん坊のための産着のことを心配し､さらには長じて学

校へ通う頃のことを考えて引っ越しを考える親もある｡

いずれも､予想される将来の欲求のために部前の配慮をしているのである｡

こうした事前の配慮か目ぎされている欲求充足にどれだけの時間先立たなけれ

ばならないかは､その欲求を充足する手段の調達に必要な時間によって決定さ

れる｡亜畝圧痛己慮または奉行配慮､これが r盈造血｣という刻印を打たれた詩

行為を本柴的に特徴づけるひとっT･ある｡

(b)代替的用途と目的の選択 前節で､稀少性について見た｡それは､

単純な形でいえば､ある時点で充足すべき欲求に比しての充足手段の不足を意

味していた｡充足手旗の不足は､ばあいによっては､人びとのあいだでのその

手段の獲得をめぐっての浪合関係をもたらすが､複数の人間同士の関係は､と

りあえず棚あげにしておこう｡そうすると､主体が支配し得ている特定の充足

手段の不足は､さしあたってーそれによって充足されるはずの欲求が不十分に

しか充足されないという形で結苛をみるはかないように思われるかも知れない一

たしかに､欲求を直接に充足する手段を見るかきり､特定の欲求には特定の充

足手段か対応しているからtその充足手段が不足しているかぎり､主体はその

欲求の十分な充足を諦めざるを得ないようである｡

ただ､そのばあいでも､たとえば水をとりあげてみればただちに軌づかれる

ように､それは､飲用 ･炊事から洗深 ･入浴 ･洗濯 ･掃除などーEl常生活のな

かだけでも巾広い用途をもっている｡つまり､このとき.欲求とその充足手段
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との関係は1対1の対応l蝿係ではなく､多種の欲求に1唖の手段か対応する関

係になっている｡こうしたとき､水の不足の程度かそれほどでもないばあいは､

飲用の水を節約する必要はない｡掃きをいやす欲求にしても､水分のたっぷり

とある西瓜があれば､それで充足されることもできる.ひとによってはビール

で満足するだろう｡そうなるとこんどは､渇きをいやすために飲むという1つ

の欲求にたいして複数の手段が対応していることになる｡だが､こうした例を

ただちに一般化してすべての欲求におし広げることは､経験的にも正しくない｡

欲求とその充足手段との対応関係か1対 1という関係にある例はー枚挙にいと

まないほどあるからである.

ところで､いまの例は､時間の巾をほとんどとっていない｡つまり､そのと

きすでに生起している欲求をすぐさま充足するばあいを想定している｡充足手

段もすでに主体の支配下にあるものだけが問題とされているのである｡ここで

時間の巾をひろげで考察すると､どうなるだろう｡時間の巾を広げることは､

じつは､いま不足している手段を新たに調達してきて現在のそれへ追加するこ

とを可能にするものである｡どこかから集めてくると考えてもいいし､作り出

すと考えてもいい.両者をまとめて生産と呼べば､生産には､最小限のところ､

主体の一定量の労働 (時間)か要求される｡逆にいえば､盟助 (時間)は､生

産過程を経て嘩得されるすべての欲求充足手段の共通の形成要因なのである｡

おなじような地位にあるのか､エネルギー資源と道具 ･挽輔などの素材とな

る原料である.生産過程はーほとんどのばあいエネルギーの投入を要求する｡

また､容器 ･皿具 .塊椎 ･などがどうしても必要だが､これらの素材になりう

るものは､鉄とかアルミニウムとかプラスチックとか木材とか.比較的かざら

れた種類のものである｡したがって､エネルギ-資源ー素材慮料もかなり多数

の種類の欲求充足手段の形成にはいりこむことができる｡

そうしてみれば.労噺とこれらの資源は､それぞれに､間接的ながら多数の

種類の欲刺 こたいしてその充足手段としての位置を占めることになる｡ある欲

求の充足手段かある時点では不足しているようにみえても､労働および必要な

資源をそれの生産に振り向けることかできるならばーある経過時間ののちには､
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この不足は存在しないことになる｡いいかえれば､労働やこれらの資源は､間

接的に欲求を充足する手段となっている｡ただし.これらはいずれも浮気であ

って､多種の欲求と関係することを拒もうとはしない｡

｢代替的用途をもっ資源｣という呼び方は､経済学かこうした立場にある労

勅とその他の資源を指していう吉葉である｡もちろん､労働とエネルギー以外

の資源の代替的用達の範囲は広狭さまざまでありうる｡

時間の巾をある程度とることによって､特定の欲求を直接に充足する手段の

不足は､このようにして解消することかできる.この時間の巾をどれだけとれ

ばよいかは､手段の自然的性矧 こよっても異なって くるか､そのことの知識を

も織りこんだ主拝の先見性の毘度､先行的配慮の程度によって左右されるとこ

ろが大きいだろう｡

さて､ft啓的耶金串もっ音波の登場によって､稀少性の問題は別な局面に移

ることになる｡つまりーこれまでは特定の欲求に対応するその充足手段の稀少

性が問題であった｡ところが､この特定の充足手段か､一定の時間的余裕さえ

与えられるならば､労働および詩資源を用いて生産されることかできるのであ

るから､主体が十分な先見性をもち､かつ､その手段を生産するに必要にして

十分な労轍および詩資源を支配することか可能であるかぎり､稀少性の問題は

霧消してしまうはずである.

ところか､主体は､さきの欲求以外にもきくの種類の欲求をもち､労働およ

び諸資源はこれら多 くの欲求の充足手段の生産にも用いられるうえ､きわめで

戎念なことには_フロ-としての労射 (時間)はあきちかに有限でありーその

他の詰資源にしても､与えられた時点ではつねに有限であって､それを増やそ

うとすればその方向にそれだけ余分に労噺その他の資源の投入か要求されるこ

とになる､という事情が存在している.そうすると_おおざっぱにいって､主

体の欲求全体の充足と､それを間接的に充足するはずの詰資源 (労肋をふくむ)

の主体によって実効的に支配されている丑との関係が問題になる.

この丑的関係について､何であれア ･プ))オIJな命題をいうことはできない･

ただ近代社会を経験した大事故の人びとにとっては､そこにトータルな稀少性
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関係が見られている､ということだけは言ってもよかろう.

こうした状況におかれたとき.主体は､詩欲求のすべてを十分に充足するこ

とは､もちろん諦めなければならない｡しかしーその状況の中でも､あくまで

も充足を追い求めるべき欲求と､不十分な充足のままで締めるべき欲求とを選

択する巾広い余地か主体に放されているのか瞥通である｡つまり､有限な資源

をどの充足目的 (用途)に振り向けるか､という目的間の選択の問題が新しく

出てきたのである.琵月的の講釈 - これもまた r経済｣と呼ばれるいとなみ

の本質的な特赦の世上コである､と言うべきである｡しかし､折角ここまで来

たからには､さらにもう1歩を進めよう.

いまのばあい､主体が､話欲求の充足を全体とLでもっとも好ましい状態に

もっていくことをのぞむならば.それら諸欲求の充足 (目的)に優先順位とそ

の飽きを与え､所与の丑の音源をその強さに応じてそれら詣目的に割当てると

いうことをしなければならない｡これか草現軽重であり､まさしく｢経済｣の

出先点である｡

かくて､配丑とは､ごく近持した (現在の､と言ってもいい)欲求であれ､

はるかに速い欲求であれ､とにかく主体の将来 (厳密な意味で)の欲求を充足

するために､現在主体か実効的に支配しているかまたは当該欲求充足の時点ま

でに支配可能となる労働 (時間)と資源を､割当てることであるtと定義され

る｡

配丑と鼠目的の邦訳との概念としてのちかいは､後者が諸目的間の関係をた

んに相対的に表現しうるにとどまるのにたいして､前者は.諸目的の全体構造

を直接に表現できる点にある｡つまり､前者のばあtl､話目的の全体構造机

1個の全体としての資源の配分比率というかたちで､ トータルに表現されるこ

とかできるのである｡全体性を表現し得るかどうかは､軽済および社会を認議

する道具としては決定的に重要な点である.

それはともかく､いまでは､資源および労轍 (時間)を話目的 (請欲求充足)

へどのように配分すべきかを判断し決定することこそが経済行為を寿賀的に特

赦づけるものだtというのか現代の経済学の共通な基本的立場になって尭てい
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る､と言ってよかろう｡

そうすると､残る問題は_主体か資源と労触 (時間)を配分するというその

判断と行為はどのように行なわれるか､ということになる｡このことを見るた

めには､個々の請欲求か主体の中でおたがいにどのような関係を､もちうるか､

ということをまず考察する必要がある｡

(7) 貞己分目的の構造

(a)目的の順序づけと生活の洗一任 ^間はさまざまな欲求をもっこと

かできる｡見方によっては.人間の生まれてから死ぬまでの一生は.そうした

鉄球充足の行為の絶えることのない連柾である､ということかできる.

前に (第3節 (b)千)見たように､欲求は､ひとつの欲求が克足されれば

他の欲求が新たに生起するというような拡延傾向を示すものである｡また､あ

る種の欲求のばあいには_それが飽和されるまでとりつづける充足手段の際限

を見きわめがたい､ということかある｡欲求のこうした拡延 ･膨張の傾向を人

間性の本来のものとするか､それとも歴史的産物であるとするかは､なお慣丑

に検討すべき問題であるが､ともかく｢経済 Jが問題になるのは､そのような

傾向を事実として前提してのことである.

ところで､くり返しで言うか､経済問題の核心は配分問題である｡それはつ

ぎのような形をとる｡すなわちtある主体がいて､一方に充足すべきさまざま

な種類の欲求をもっており､他方にーそれらの欲求のいずれをも充足させるこ

とのできるある資源のある丑を､そのとき現実に支配しているものとする.そ

のとき､もしそれだけの資源量ではそのとき彼に現われている欲求のすべてを

十分に充足するには足りないならば､彼は､その資源をどのような比率で分割

してそれぞれの欲求充足 (配分目的)に配分するかという問題の決定を迫られ

ることになる｡

こうした配分問題の前に立たされた主体か統一された人格 (世人椿もふくtr)

をもつかぎり､もろもろの欲求充足 (｢配分目的｣または､たんに ｢日的｣)

は､彼にとってけっして個々ばらばらなものではあり得ない｡それは土出盛
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度をもった且的些食の形をとって存在するはずである｡そして､この盈圧は､

それぞれの目的にたいして主体が何らかの原理にもとづいて与える克彦づけの

僻序として現われることになろう｡これら報目的への資源の配分は､この恵投

づけの府庁に従って行なわれるはずである｡

周知のように､限界効用理論は､この ｢意義づけ｣を ｢効用｣のタームで表

現し､た(みな理論を展開した｡この ｢効用｣概念の中には､主体が詩目的に

意藻づけを与えるさいに依拠する特定の原理かすでにふくまれている｡しかし､

その特定の原理か何であるかは､ここでは触れないでおこう.

さて､すぐ上で､それぞれの日的 (駄求充足)に意茸づけを与える､と言っ

た.しかし､それは､決して目的Aの恵茸は目的Bの意藻より大きい (A>B)

という形でのものではない｡限界効用理論の説 くところでも､個々の目的 (A,

B.- ･)をそれぞれの単位に区切り (A=(a),a2,- ･),B=(bt,b2,

･･･), .II)､その単位ごとに意毒づけを与える (例 :al>bl>a2>cl

>- I)形になっている.同理論では､同一の欲求について､充足する単位

か増えるごとに最終単位の意義か小さくなる幌向 (al>a2>a3>- ･)か与

えられている｡

この説明を適訳の理論に従って行うと､それぞれ異なった順序をもっ単位日

的ごとの版序集合 (例 :Ⅹ,Y,Z. - ･;Ⅹ(al>bl>a2>cl>- ･),

Y(al>a2>bl>cl>･- ),Z(al>cl>bl>a2>- .). - ･)を考え､

この中から､主体か適当な順序典合を選び出すことになる｡もっとも､そのた

めには順序集合の姓合 (U=(Ⅹ,Y,Z, ･- ))にもまた順序を与えなけ

ればならないか､選択の理論では.それは所与とされている｡たしかに､経済

学の中でこれに順序を与える原理を兄いだすことはできない｡

もっとも､マクロの観点に移ってこの間盟を見ると､いくらかちかった様相

か見えてくる｡詩日的 (欲求充足)に順序を与える厳密な方法を経済学の中に

兄いだすことはできないにしても､といって､その順序が経済学の目にまった

(7トランダムに映るというものでもないことは､とくに強調しておく必要が

ある.-
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さまざまな欲求の主体としての人間も､他面から見れば_持続的な生活を営

んでいる生活者である｡通常､彼は､生物的存在としてt社台的存在としてー

また文化的存在として､自分の生活を現在から将来にわたって安定的に維持し

ようと努めている｡もしこの努力を怠れば､彼の生活の現状維持はおろか､ば

あいによっては生存さえも脅かされかねないことになるからだ｡この意味で､

かれの生活はひとっの意志によって統御され､統一あるものとして営まれるこ

とか要求される｡

したがって､個々の目的にどのような意蕗づけを与えるかは､主体の悪意に

全面的にゆだねられているのではなくて､彼が生物的 ･社会的 ･文化的存在と

しての生活の営みを維持するという客観的な要求を満たしてなお余裕のあるは

あい､かつその余裕の範囲内においてのみ主件の自由な判断が許されている､

と考えなければならない｡

(b)配分目的の時間構造 配分目的の構造は､前項でみた意義づけによ

る順序構造の面と､目的 (欲求充足)の時間配置に従った時間構造の面とを､

もっている｡後者についても､すでに前節の ｢先行的配慮｣においである程度

のことは述べておいた｡ここでは､おなじことを､項産の音源の配合という観

点から整理しなおすだけのことになるかも知れない｡

いま､一定丑の米か収種されたばかりだとする.このうちのかなりの部分は､

来年の秋の収穫までの1年の間に連続して生起する食欲の充足のために配分さ

れることだろう.しかし､先行配慮がそこで留まってしまうことは許されない.

彼は､来年の秋以降の食欲を充足させるために､春に蒔く唖もみをこの秋の収

横の中から控除しておく必要がある｡さらに配慮するならば､将来の不作に備

える備蓄のための配分もしなければならない｡おなじことは工業救品について

も言うことかできる｡

したがって､ある資源について見たとき､その資源によって充足され得る欲

求､したがってその資源の配分目的は～現在から将来へ向かって伸びる時間軸

上に展開している典合体である､ということかできる｡けっきょく､配分目的

の構造を形式的に見るならば､それはー充足単位ごとに分割された欲求充足
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(目的)の共時的な集合か適時的にも配列される､という立体的な構造をとっ

ており一兎要さの順序づけは､時間を超えて付されていることになる｡

他方で､それらに配分されるべき資源は､主体がまさに上丘処分できるもの

(可能的でもよい)だけであり､それらは.主体の生活時間のうちから割かれ

る労働時間ー労鰍能力､および自然資源から中間製品を軽て完成した財にいた

る各段階の生産手段 .生活手段とから構成されている｡

このように､時間の観点をはっきりと入れてくると､さきに述べた､配分目

的に順序づけを与えるものとしての人間生活の統一性の要求ということも､一

段と重層化してとらえる必要がある.

人間の生活は､一面では毎日同じような営みのくり返しである.食べて､働

いて.寝る｡生活の裏面的な様相はひとによって異なりもしょうが､ひとりの

人肌こついては､ある程度の持続性を観察しえよう｡そして､この日常生活の

営みのサイクルが維持され､あるいは向上されるようにという観点から､生活

そのものが統御され､話目的の脹序づけが行なわれることになる｡もちろん､

この観点そのものを少し変更したり､あるいは強めたり弱めたりすることは､

そのことが窮転的に彼の生活を破綻させてしまう結果にならない範囲で､自由

である.この自由の大きさかどれだけのものであるかは､おそらく文明の段階

･性質によっても異なるであろう｡

人間の生活は､他面では､長期的な変化の涜れの中にある｡生まれてから死

ぬまでの一生のライフ ･サイクルを思ってみればよい｡幼少の時期は､肉体的

･柑神的な成長を日ぎすことか､意拓的 ･無意識的に生活のあり方を規定する

し､成人すれば､家族を養い子供を育てることか.生活の主要な関心事となる｡

老いて生きる力を失うようになると､乏しいカを振りしぼってなお生き掛 ナよ

うとするか､惜淡とただその日その日の生を生きようとするか､かえって自由

は広がるのかも知れない.いずれにしても､人間かその生涯の各時期に自分の

生晴に与える秩序 ･扶-性というものは､たんにその時かぎりのものではなく､

生種のライフ .サイクルというそれ自体もうひとつの秩序 ･統一性に支配され

たそれであることになる｡したがって目的構造も､じっは､平均余命をはるか
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に超えたさきぐらいまでのタイム ･スパンにわたって構築されていると言って

いいのかも知れない｡子孫の生活の安定をも自分の目的のなかにふ くめること

になれば､なおのことそうである｡それらの目的は､現在から遠ざかるほどぼ

やけて､大きな目的の影だけが見えかくれする｡反対に現在に近づけば､小さ

な目的まではっきり日に映るがー同時に､それらはかなり涜射的であることか､

見てとれよう｡

こうして､未来から過去へと荒れてやまぬ時の涜れに逆らいながら､人間は

自分の生活を構恋し､実現しようとする｡そのために人間は､未来のさまざま

な可能性の中から自分の欲するものを目的として選びとり､その可能性が現在

へと流れてくるに応じて､行為によって実現をはかる｡充足の行為はつづけち

れる.それでも､時は刻々に涜れ､さきほどまで目的であったものか､成功ま

たは失敗という結果によって､現在の満足または不満足を形づくる｡しかし､

それも瞬時のこと､充足感も不充足感もたちまち動かしかたい過去へと石化し

てしまう.そのとき､客観的な変化が､主体である人間自身に､あるいはその

付属物に､あるいはさらに環境の中に堆規されて残るときー未来に向かって生

きるはかない人間を助ける有力な武欝となるものもあろうし､盤い足伽となる

ものもあろう.いかにささやかでも､そこに歴史か形づくられる｡
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)) 奉丑は､京都大学故丑部 F人文j30.1984年､に掲載したものに､図や注を加え

たほか､いくらかの手直しをしたものである｡

2) 大熊倍行 r資源配分の理論』東洋経済新報社.1967｡なお､奉許苅Il部第2帝も参

照のこと｡

3) "自然的存在としての人間にとっての環境"の意であって. "社食的 (文化的)

存在としての人間にとっての環境"を意味する ｢社会 (文化)環境｣に対するもの

として用いている｡したがって. ｢非人工的｣の烹ではない｡

り 性的欲求を独立させて数えることも考えられる｡

5) ここでの ｢社会Jは､なんらかの意味での制度化された人間関係を指しており､

前項の個人的 ･直接的な人間関係とは区別される｡

6) r心理的な起源をもつJという表現は適切でないかもしれない.身体的な起裸を

もつ駄求および社食との関係のうちに起源をもっ欲求から区別しようとしたもので

ある｡ rT17軌性欲求｣は.快 ･湘足 ･悦びを求め､怖れやフラストレーションの解
∫

消に向かおうとするもので､ r内田性欲求｣は､好奇心とか速成劇団をふくみ､環

境に触発ILされる｡

T) ｢文化的欲求｣を ｢社会的欲求J､r心理的欲求｣とならべると.それはあいま

いな概念となるか_ここでは､開通する欲求を洞窟したいということと､駄求その

ものの分析かテーマではないので､あえてこのままにしておく｡

8) ｢必要Jは他の文脈 (邦3着による認識)を蛙て､消櫨的ながら経済にたいして

規定的に胸く｡このことについては.本章では触れない.

9) 本音で用いている r欲求｣､ ｢欲望｣､ r必要｣などのタームは､心理学ー社会

心理学､行為理詰などで用いられているそれらときちんとした対応関係をもって使

用されてはいない｡その理由は､(1)上記の諸分野でもこれらのタームは学者によ

って異なって用いられており､(2)その串I刑ま､英語､ドイツ語のばあいもおなじ

であり､さらに (3)歴史的にもこれらの用語の意味は変遷していて､上述のような

対応関係をっけようと思えば､それ自体で独立の作業を要求されることになるはず

だが､それよりも､放課そのものの心埋草的な性質を問題にしているのではないこ

の論文では､一独自にこれらのタームを走茂して用いても十分間に合うし､しかもか

えってその方か.不必要なわずらわしさかなくて､筆者 ･沈着の双方に便利だと思

えることにある.

参考までに記せば､R･ノーマンは.ホッ7'ズか用いた英語の d̀esiri71g'は広

い丑味をもっものであって.いまの IvaJlting'に相当するか.この ■vant一にし

ても､名詞 I want'と動詞の t̀otLant'は正確に対応していない.ことなどを指

摘している (RichardNqrmn,Reasonsforactions.BasilBlackwell.1971.pp.

16-18).

lD) この間功については.たとえば見田宗介 丁価値意識の理論 - 駄盟と皿徳の社会

学 - j弘文堂､196時 ､86-89乳 を参照せよ｡

ll) この ｢外的対艶物Jのなかには､つぎの r第 3｣で述べるはあいと同様に､他人

のサービスをふくめることか適当であろう.ただし､サービスを外的対汲物と考え

ているわけではない｡
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lZ) ガルブレイス rゆたかな社会J第11茸､岩波idLt店､1960年｡

t3) NarshallSahlins:StonealeeC_On血 .AldinePub.Co耶.,1976(Paperback

ed.;Firstpub.1972).pp.14ff.なお､この間粒をそうした立切から論じたもの

に､山内朝 ｢稀少性 ･相互性 ･相克桂 一 r弁証法的理性批判j批判J r思想J19

39年3月､および渦流出男 r稀少性と経済余剰 一 経済人就学の視座へ｣r経済評

論J1981年9月､かある.

14) 注13､注14で述べた串冊 こもかかわらず､これを文明社会での経験に限るかどう

かについては､なお牧村が必要である.前者では欲求の拡大傾向か問題T･あるのに

たいして_後者では抱かれた欲求の大きさとその集現の可能性とのあいだの聞きか

問題であって､前者が後者を媒介として必要とするにしても､後者から必然的に前

者か導き出せるものではないからである｡

15〉 第 3茄 (b)を参照｡

16) われわれの行劫はtつねに特定の外的諸条件のもとで行なわれている｡それらの

諸条件は.人間の一生を基準にしたはあい､きわめで安定したものから､比較的安

定したものを経て､きわめて不安定なものにいたるまで､さまざまである｡その安

定の度合いが高い条件ほど､ひとびとは行為にあたってそれを意鼓しないですむ.

したがって_何らかの理由でその安定度か急激に減少するとき.ひとびとはそれに

対応して行為を変化させることかできない危険にさらされることになる｡

17) 西川潤 F井田 - 21世紀の地球j音波等店､1983年.28ぺ･3.

]8) 第 【部 第4章 2,3節を春用｡
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崇等4 牽 酉己分 決 定 一 選 択 と 薬 用 日

(1) は じ め に

前章で述べたようにー ｢経済開腹の核心は配分問題である｡｣2)いま､拙論

を く配分決定)に進めるまえに､配分問題そのものについて簡単な整理を与え

ておくことか､便利であろう.

配分問題というのは､つまるところ､主体か抱くさまざまな欲求を充足する

ために､そのそれぞれに宜盟 (敏速発足手段)をどれだけずっ割当てる (配分

する)べきか､という問題である｡このことが開襟となるのは､一方で､主体

かその時点で支配し得ている資源の丑か限られているのにたいし､他方で､主

体の抱く欲求はそれか実際に実現されうる範囲をこえで広がる幌向をもち.千

の結果､多 くのはあい､その資源の丑をもってしてはそのすべての欲求を十分

に充足するには足りない (擁立蛙)という事情かあるからである｡もちろん､

そのとき､その資源は､相異なった複数種塀の請駄求を充足するのに用いられ

ることができる (田並の代替性)という条件か満たされていることが必要なの

であるか｡

このとき､個々の日的 (欲求充足)に割り当てる手段 (資源)丑のそれぞれ

を決めることが､ く乾生決定)である.

形式から見ればー配分決定か行なわれるためには.継起する2つの基本的な

過程か必要である｡はじめの過程は､諸目的 (欲求充足)に重要さの順序づけ

を与えることであり､あとの過程は､重要さの順序を指定されたそれぞれの目

的に風上旦工 るべき手段 (宜混)丑の決定である.

すでにここで､いくつかの問題かある｡第1は､はじめの過程とあとの過程

か完全に分赦したものとして進行させられることかできるかどうかという同姓

であり､第2は､はじめの過程の考案はどの程度に伝戊的な意味での経済学に

とっての間垣なのかということであり､第3は､あとの過程は､はじめの過程

か完了しさえすれば､いわば自動的に進行させられることができるかという阿
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虜である｡

以下では､これら諸問題を念顕におきながら､それぞれの過程の具体的な考

察に入っていくことにしよう｡

詩目的の順序づけへのコメント 資源の稀少性という条件のために.主体の

抱くすべての欲求を同時に充足させることができないならば､これら諸欲求の

うちから､あくまでも充足が図られるべき欲求を選び出し､それ以外の欲求の

充足はこれを断念することが必要になる｡言いかえれば.手段の希少性のもと

では､実現すべきものと断念すべきものと､この両者に振り分けるために､崖

且凶 (欲求充足)凸過班か行なわれざるを得ないのだ｡この適訳のための第1

の手続きは､これら持目的に亜要さの峨序を与えることである｡

詰目的 (欲求充足)にたいし､重要さについての版序を与えること､しかも

一般的なものとして与えること､言いかえで､諸目的に対し､それぞれ異なっ

た恵裏づけを不変的なものとして与えること､このことについては､一見なん

の問題もないかのように見える｡私も､前乗では､その点について特に読者の

注意を喚担することなく､あたかもそうであるかのように書いた31.しかし､

もう少し仔細に検討してみると､少なくとも配分決定の問題と関連させて考え

るかぎり､やはりなおいくつかのコメントか必要になる｡

耗幅の関係で､ごく簡単に､宕論だけを述べておこう｡

第1のコメント｡詩目的 (欲求充足)の重要さの順序づけということは.特

定の人のばあいについて見ても､時と所､その人のおかれている状況によって

変化するものであり､決して一姫的な形で与えられることはできない｡

他面､詰目的の盤要さの順序づけをもとに行われる資源配分の決定は､それ

に続 く生産過程のこともふ くめて考えればなおさらのこと.事柄の性質上､多

少ともある程度以上の期間を対象とした考丑でなければならない.とすれば､

そこからでてくる要鰍 ま､ある程度以上にわたる期間内の く鑑韮五出 盛庫)

という観念である.そのためには､時間とともに変化する欲求の重要さの順序

を､ある期間にわたって ｢横分｣することが必要になってくる｡この間虜をど
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のように解決するかは､攻防の課題である｡

第2のコメント｡詰目的の兎要さの願序づけは､それらの賓 (唖頬)を比較

するだけでは得られない.たとえば､子供にとって食べることと学校に行 くこ

ととどちらが大切かを､いちかいに言うことはできない｡飢えている子供にと

っては食べることが大切であろうし､飽食している子供にとっては､追加的に

食べることより学校へ行 くことの方か大切であろう｡つまり､諸目的の丑要さ

の比較は､必ず丑の窮境をふ くまなければならないのである｡

(2) く結体的充足感)

(a)欲求充足の ｢凍舟｣問題 欲求充足そのものに丑の面のあることは

確かである｡十分な充足､不十分な充足､まったくの不充足ーなどと養環でき

ることが､そのことを示している｡配分目的としての詩欲求充足も､質の面の

ほかに丑の面もあわせ考えられなければならないものであることか分る｡とは

言うものの､欲求の充足の度合いというのは､心理的な次元のことであって､

じっさいにこれをひとつの丑として明示的につかむことは､たいへんに難しい｡

それに､欲求の充足ということそれ自体､いざとらえようと思えば､かなり

複雑またはあいまいなことからである.たとえば､ある人か日ごと入手できる

食べものの丑が､生存に必要な叔′ト取のものでしかない､とする｡おそらく､

ふつうの人ならば 1回の食事として - ただし､十分な丑として 一 食べてし

まう丑でしかないだろう｡彼かそれを1回で食べてしまえばーその時の食欲は

十分に充足されようが､1日のうちかなりの時間を空腹感とともにすごさざる

を得ないだろう｡だから､同じ1日れ 完全な充足を伴ったしばしの時間と､

しだいに募っていく不充足を伴ったかなりの時間との､2つの部分から構成さ

れることになる｡彼はまたーその食税を､1日2回に分けて食べることも.3

回に分けて食べることも､できる｡あとの2つのばあいでは､いずれも完全な

充足感に逢することかない代り､まったくの不充足感もなく､ただ慢性的な物

足りなさにっきまとわれる1日となるだろう｡

ここで､いくっかの､しかし一連の問退か出て (る｡すなわち､こうしたば
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あい､1日という時間間隔の中での欲求充足を全体としてとらえることはでき

るものなのだろうか｡もし､欲求充足を全体としてとらえることができるとす

れば､そのとき､その全体としての欲求充足と欲求の生起ごとの充足との関係

は､どのようなものだろうか｡また､これをいく舟複雑にしただけのことだが､

たとえば1日のうちの全体としての食の欲求の充足の度合いは､上述のように

食事のとりかたをちかえることによって変るものなのだろうか.この一連の問

題の底には､じつは本章の始めに出て来た欲求充足の ｢横分Jと共通する問題

か共存していることを､読者はすぐに気づかれよう｡

(b) (溝件的充足感) この問題を心理学的に解 くことはtおそらく至

難のことであろう｡しかし経済学の立場からいえば､必ずしも､問題がその基

礎から心理学的に解かれる必要はない､という点に読者の注意を乞いたい｡つ

まり､われわれの考察にとっては､経済行為としての詩目的 (欲求の充足)の

適訳において､行為主体の判断に直接の影響を及ぼす要因だけか問題なのであ

る｡そうであれば､さきに述べたように､配分においでは､ある程度の時間間

隔 (少なくとも1日以上)を単位として考丑かなされるのであるから､いまの

ばあいは､少な(とも1日を適した食の欲東の東岸席についでの車体の評価が､

もっとも重要な要因として考えられなければならないものなのである｡

さて､そうなると､いま述べた ｢1日を通した食の欲求の充足度についての

主体の評価｣というのは､虫なじ欲求充足と言っても､欲求生起の度ごとの充

足とは､性質の上でいく舟の血 をもったものであろうことは､容易に想像さ

れる｡前者が後者よりもやや反省的で.間接的なものになっていることは吉う

までもない4㌧

それは､一般的に言えば､特定期間内の特宕欲求についての (盈庄血五且盛)

であって､評価主体である1個の配分主体のそれ自身器体的なものとしての配

分行為に対応した藍産生を持っているものでなければならない.そうなると,

その特定欲深のその特定期間内の充足の仕方はこの (総体的な充足感)を虚大

にするような仕方であるはずだ､と経済学では仮定することかできる.時々別

々の欲求充足の ｢攻分｣問BBの困難は､こうして桃び越えることができた･
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つぎにtこの (溝体的充足感)の丑の問題を考えておこう.これまた､丑的

な面かあると言うことまでは吾いえても､その丑か序数的なそれか基数的なそ

れかはーはっきりしない｡ましてや､充足感の程度そのものを直接に測定した

り厳密に表現したりすることは､出来ることではない.しかし､ここでも､わ

れわれの間軌 ま心理学の領域のそれではなく､経済学のそれであることに留意

するならば､配分にあたっては､ (結体的充足感)を基準に欲求充足の順序づ

けが行われるはずだ､順位の高いものから脱に資源が割り当てられているはず

だ､と仮定するところから出発するだけで十分である｡そのためには､何も

(括体的充足感)そのものを直接に丑的に測定したり表示したりする必要はな

い｡

(3) 目的の順序集合の性質

(a)欲求の丑の性突 配分諸目的 (欲求克足)にその丑貢ぎに応じて茸

振を割り当てる､と言うときーその並要さの比較は､個々の目的相互の間で行

われるだけでなく､そこには丑の奥機か入りこまねばならなかった.問題はt

その.帝をどんな形式でつかむ且､である｡

まず思いつくことは､各日的 (欲求充足)の実現度かそのために用いられる

充足手段の丑と正の相関を持っていることに者目して､特定畳の手段について

それか与える充足の程度を確定することである.もちろん､この充足程度の曜

軌ま主体自身の心の中に自覚的に存在してあるのみであって､直接に外に現わ

れ出るものではない.にもかかわらず､それは現実に主体の選択の行鵜に､ひ

いては配分の行為に､具体的な影響を及ぼすはずのものであって､たんに観念

的なものとしてあるのではない｡ともかく､充足手段の丑か増えればそれに応

じて充足の程度も大きくなる､ということは一姫的な慣向として言うことが出

来るだろう5)｡

ただ､ ｢充足手段の丑か増える｣と言うとき､すでに同盟かある｡この手段

か･水とか穀物のように連続丑として扱ってさしっかえないばか ､と､そうで

ないばあいとかあるからである.後者の例としてはー友邦を考えたらよかろう｡
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前者のように手段丑が故分的に変化しうるばあいには､手段丑の変化に対応し

た充足度の変化も連続的なものであると考えることができる8)｡後者のばあい

には一手段丑の変化は離散的であると見なすことかでき､帝足度の変化も連続

的とはならないだろう.ここでは､この間題にこれ以上立ち入ることはしない｡

(b) (満足度) いずれにせよ､欲求の充足度をそれぞれの欲求充足に

国有の手段の丑と､とにもかくにも関係させることかできたとして､つぎに､

ここからいったいどのようにして異なった種規の欲求同士のあいだでの欲求充

足の意鼓づけの比較か可能となるであろうか｡

ここでまたひとっ問題か出て来るのは､たとえば､食の欲求の充足と衣の欲

求の充足とは､充足感としてはそれぞれ異質のものであって､相互代替するこ

とはもちろん､その大きさ (程度)を比較することもできないものである｡し

かし､他面で､われわれが100グラムの米と1枚のパンツのどちらかを選ぶよ

うに (与えられるばあいでも奪われるばあいでも)命じられたとき､両者のう

ちからいずれかを選択することが可緒であるのは､われわれが､じっさいには.

おたがいに異質な充足感をなにか共連なものに関係させ､ついでその共連なも

のの丑の上で両者の丑の比較を行っていることを意味している｡

この共通のものを (適足底)と呼ぶことにしよう｡種々な個別の充足感がも

たらす第2次的な一般的克足感と理解しておいて頂きたい.そうなると､この

個別の充足感そのものが､さきに述べたように.特定期間にわたる く措体的充

足感)を意味していたから､ここに言う (満足度)というのは.けっきょく､

重量卿 にわたる一助的かっ培体的な有岸蝿であって､具体的な欲求充足を塵

皿と欲求の連盟に関して豊遅止したものを意味している､ということができよ

う｡ただし､時間に関する啓退化は限定されたものではあるが｡

(C) く原効用表) さて､そうなると､個々の欲求充足手段がその丑に

応じて主体のうちにどれだけの欲求充足をもたらすか.さらにまた､その個々

の欲求充足かどれだけの一般的な満足感に転化するか､ということについての

一連の丑的関係を示す一覧表 (およびグラフ)が与えられ得ることになる･こ

れは普通に見る効用蓑ではない机 効用蓑の前段階のものであってt (原効用
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秦)または (荊足鹿表)と呼ぶことかできる｡

(原効用蓑)から､われわれは､50グラムの米の与える満足度よりも1枚の

シャツの与えるそれが大きいことを知るかもしれないし､満足感から出発すれ

ば､ある同一の満足度を得るのに､米なら何キログラム､シャツなら何校､住

宅なら何平方メートルか必要かということを調べることもできよう｡

さらに､われわれは､個々の欲求充足手段のどれだけの丑かどれだけの満足

感を与えるかを示しているこの く原効用蓑 (満足度蓑))から､詰欲求充足の

満足感についての順序典合を作り出すことか出来そうに見える.そして英際に

も､それは可能であるはずだ｡たとえば､図 ･1の く原効用蓑)から､ 10a>

2C>9a>3b>->3a>b>2aという順序を持った集合を作ることができる｡

(d)決定の不能 ひとたびこうした順序典合かできれば､われわれは早

速その知鼓をもとにして､鞘足度を最大にするようにー具体的な欲求充足の撞

頬と丑を､あるいは欲求充足手段の最も有利な遇好順位を､自動的に決定する

ことかできるように見えるかもしれない｡しかし､ここでもよく考えて見ると､

串態は決してそのようになっていないことか判明するだろう.じつは､この順

序典合の知経からだけでは､どれだけの充足手段を用いたらいいかという丑の

面についての決定はおろか､どの欲求を充足したらいいかという種類の面につ

いての決定も､まったく出来ないからである｡なぜなら､前足鹿を大きくすれ

洗足庶 - 大

軌諜Tl足 (a)手旺A

故諌5..足 tB 】芋Ei B

設試売長け )手段C
1) A.b.｡はそれぞれ.事故 A,B,C の1中位を丑示する.

2) 手放皿と碑足皮との関係については.同方向IE変化するという以上の

奴定は与えられていない｡

国･1 く原効用琵〉
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ぱいいわけだから､満足感をもたらす欲求充足の種類はどうでもいいことにな

るし､たとえそこに何らかの制約条件を設けて､故数の欲求種類にわたって充

足することにしても､丑は歩ければ多いほどいいわけだから､やはり丑の面で

は無限定になってしまうからである｡

けっきょく､人間は荊足腫を盛大にするように行動するものだという仮説を

おいて､その判断のための資料として (原効用表>を与えたとしても､それだ

けからは個々の人間の行動の仕方は定まってこない｡そうであれば､個々の欲

求充足手段の丑と満足度との童的関係を特定化して示している く原効用裏)は､

はじめから無用のものであったことになる｡

じつは､このように欲求の充足をほしいままにすることは､無尽蔵の欲求充

足手段に忠まれた状況のもとではじめてありうることである｡温故というのは

経済行為の原形的あるいは要栗的な行為なのだが､この選択という行為が見ら

れるのは､だから､欲求充足にある唖の血勉か存在するばあいに限られる.次

節では､そのことを考察しよう｡

(4) 目的適訳の2類型

(a)選択の問題 人間はさまざまな欲求を抱(ことができる｡Lかも､

その欲求の充足度かいくらでも高くなることを求めることができる｡欲求の充

足度が和まれば､主体の全般的な荊足度はそれだけ大きくなると考えられる7㌧

ところか､欲求というものは､主体が望みさえすれば充足されるというもので

はない｡経済で問題になる欲求のばあいは､それか充足されるた桝 こ外的な手

段が必要とされ､この外的な手段を主体が支配Lうるか否かに､それの充足の

実現の成否かかかっている｡この事については､くり返し述べて来た｡

現実には､主体がある時点で支配しうる欲求充足手段はー種類の上でも丑の

上でも制約を受けるのか普通であって､そうなると､主体にとっては.その時

点で支配し得ている手段の範囲内で､実現を図るべき諸目的を適訳すること軌

間虚になってくる｡

ところれ この適訳も､たんに詰目的のもたらす満足度を比較しただけでは
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自動的に行い得ないことについては､前Fp'で明らかにしたばかりである｡本節

では､報目的間のこの選択かどのような形式において､またはどのような構造

をともなって行われるかについて､考察することにしよう｡

(b)選択 一 第 1の例 はじめに､もっとも簡単な例をあげることにす

る｡2人の娘がいる京に伯父さんが2佃のお土産をたすさえて訪ねて来､ちょ

うど居合せた妹娘にt ｢こちらの1つはお人形だよ｡もう一つにはボンボンか

1ダース入っているんだ.どちらでも好きな方をお取り｡残った方をお姉さん

にあげよう｡ ｣と言ったとする.この時､この妹は､人形のもたらす一般的満

足度とボンボン1ダースによって生み出される一般的満足度とを自分の中にあ

る く前足鹿妻)から読み取って､その大きい方を選ぶことかできる｡

ここでは､禎数百的間の選択か行われることになるが､その選択の範囲は､

発 (理研)の面でも丑の面でも､はじめから特定されてしまっている｡欲求充

足手段としては人形とボンボンの二種矯のみが与えられ､それぞれの丑も一個

と1ダースというぐあいに定められてしまっているというのか､この選択の鳩

の状況である｡しかし､同時に､この状況は､かの妹娘が自分により多くの満

足を与えてくれる方を選択することを可蛇にする状況でもある.それというの

も､手段 (欲求充足手段)の丑か特定されたからこそ､それに対応する諸目的

(欲求充足の種類と程度)の実現の度合いも確定されることができ､そしてそ

れらを相互に比較することによって優先順位をつけ､上位のものを遇び取るこ

とかできるようになったのである｡

選択､もっと正確に言って詩目的間の選択という行為は､その実現の手段が

栄 (唖規)的にも丑的にも確定しているときにのみ成り立ちうるものだという

ことを､ここで確認しておくことか大切である｡

(C)選択 一 第2の例 ところで､おなじ選択と言いなから､いまの刑

とは手段の与えられ方の異なる別の例を考えてみよう.

1時間の自由時間を持った子供机 キイチゴを探 りに行こうかグミを探りに

行こうかと息菓するはあいかそれである｡キイチゴを探りに行けばグミはだめ､

rミを探りに行けばキイチゴは締めなければならない､という立場にこの子供
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はおかれている｡行為そのものが与えてくれる前足感をいまは度外視するとす

ればーこの子供も､キイチゴやグミという特定の欲求充足手段のそれぞれかも

たらすであろう一般的前足度81を比較して､どちらかを選ぶことになろう｡

このばあいについても､手段の質 (種類)と丑か ｢1時間の活動力 ｣として

特定されているからこそ､それによって横得されるキイチゴの量もグミの丑も

定まり､さらにそれらのそれぞれがもたらす満足度も特定化できて比較しうる

ようになっていることが､確認できる｡

(d)2例間の類似と差異 これら2つの例において､あれか､これかと

いう選択の形式 (代替関係あるいは択一関係)はおなじものである｡また､こ

の選択に直面した主件が､人形 1佃とボンボン1ダースのそれぞれかもたらす

充足度を､また1時間で採取できるキイチゴとグミのそれぞれがもたらす充足

度を.いずれも共通な満足度に還元して比較を行い､それにもとすいて適訳杏

行うことかできている､という構造も共通である｡

しかし､同じ く選択)と吉いなから､両者の間には､じっは大きな違いかあ

る｡それは､欲求充足手段の与えられ方である.はじめの例では､充足可能な

欲求充足の種類が､人形かボンボンかという形で.いきなり適訳対象として外

部から主体に押しつけられて果た｡また､人形とボンボンのそれぞれの丑も､

主体にとってはまったく偶然的に与えられたものである｡だから､2個の充足

手段の丑同士の間には､何の関係もない.

これにたいして､あとの例では.キイチゴにしろグミにしろ､すでに実現さ

れた手段として主体の目の前にあるわけではなく､主体かさしあたって確保し

支配し得ているのは､キイチゴの獲得にもグミの糎得にも等しく振り向けるこ

とのできる共通の手段としての活動力 1時間分にすぎない｡いま､人形とボン

ボン､キイチゴとグミ､といった直接に欲求を充足する手段を く直接欲求充足

手段) (あるいは簡単に (直接手段日 または (第 1次手段)と呼び､この第

1次手段を獲得するための手段を く間接欲求充足手段) (あるいは簡単に (間

接手技日 または (第2次手段)と呼ぶことにするならば､はじめの例では･

いきなり2理の直接手段の特定丑が与えられるのにたいし.あとの例では･2
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唖の直接手段のいずれにも振り向けることのできる､したがって2種の欲求の

いずれにとっても聞損欲求充足手段であるところの､ただ1唖のそして共通の

第 1次手段の特定丑か与えられているだけだという点で､両者の間には重大な

差異が存在していることになる (図 ･2)｡

(e) く配分)につながる選択 というのは､あとの例では､直接欲求充

足手段としてのキイチゴの草とグミの丑とは､ともにその子供が間接欲求充足

手段としての自分の 1時間を使ってg)採取できるだけの丑であるという点で.

いわば共役関係にある丑同士だからである｡2つの丑は決して相互に無関係に

決まっているわけではない｡それというのも､キイチゴにしろグミにしろ､主

体にとってのその実現は､ただ1種の共通手段に依存しているからである｡共

通な間接手段を持っか持たないかの差異は､経済行為としてみれば､きわめて

大きな差異である｡

さらにーここに ｢共通な間接手段｣と言われているものが､ほかならぬ ｢代

替的用途をもっ希少資源｣のことであり､また請日的問の遇訳も､手段の配分

決定に同じであることに気づくならば､あとの例において､われわれは､たん

なる遇択を越えた､しかしなお､選択を要票として内包Lも､配分の原基的な

形態を見ることかできよう｡したがってt代替的用途をもっ希少な手技の配分

の仕方を通じて全体としての生活の充足を図るという経済の観点からすれば､

このあとの例における選択が本質的な亜要さを持っている､と言わなければな
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らない｡

(5) 選択から配分へ

(a)経済に固有の選択の構造 前節で､配丑につながっていく選丑につ

いて述べた｡2個の欲求充足 (日的)を実現する手段が共通のものであること

か､その条件であった｡しかし､選択から配分へのつながりかたは十分な醜明

のないまま残されている.

選択と配分は､おなじものではない.さりとて､まったく別のものでもない.

適訳から配分へのつながり方を明らかにするのか本節の課題である.そのため

に､まず､前節に説明した経済に固有の選択の構造を､箇条書きながら､一腰

化してもういちど確認しておくことから始めよう.ただし､前節の例よりも､

目的の数の点で一腰化か回られている｡

(1) 主体は､複数の目的 (欲求充足)を持っ 10)I

(2) 主件は､それらの目的のいずれをも共通に実現することのできるただ

1種の一般的手段 (共通手段)を支配している､

(3) 一般的手段の丑は､特定されている､

(4) 諸目的 (欲求充足)の実現は､ (一般的滞足度)において評価される､

(5) 主体は､ (一虎的満足度)における評価にしたがって､実現すべき目

的を選びとることができる｡

さて.ここに定式化した く選択)は､当然のことながら､諸日的 (欲求充足)

をその種類について選び出すもの､となっている｡だから､資波の配分といっ

ても､主体が支配し得ている一点的手段 (資源)の全丑を､そのままいずれか

1つの日的 (欲求充足)の案矧こ振り向けることを想定している｡たしかに､

配分のひとつのばあいとして､こうしたばあいも考えることかできるが.配分

を一般的に考案しようとするはあいはーこれでは不十分である｡

ふたたび前節の例を持ち出せば､共通手段としての1時間の活動を､キイチ

ゴとグミのいずれか一方の獲得だけに投入することをしないでー両方の獲得の

ために分別して割当てるというばあいも考えられる｡そうすると､主体が決定
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しなければならないのは､この1時間のうちキイチゴの獲得にどれだけを､ま

たグミの掛 等にどれだけを割当てるかという､この共通手段の丑的な弁別比草､

鳴的に言って軽舟比重にはかならないことになる｡したがって､獲得されるキ

イチゴの丑とグミの丑との間には共役関係かあってtキイチゴの採取に1時間

のうちのより多くの部分を割けば､得られるグミの丑はそれだけ少なくなるだ

ろうし､連であれば逆になる､という状況になっている｡

本筋ではtこの例をもっと一針 ヒして､諸目的をたんに2個に限らず社数と

しているので､主体の決定は､これら棋敦の請目的にそれぞれどれだけの丑の

資源を割当てるべきか､についてなさるべきことになる｡手段のもっ一般的な

性格も､ずっと弛められている (図 ･3)｡

(b)選択から配分へ ところで､適訳という行為は､名称を､あるいは

個物を選び出す鮎 巨はもっているが､丑を掛酌することについては不得手であ

る･これにたいし､配分はすぐれて丑的な概念である｡では､いかにして遥訳

から配分へと展開することか可能だろうか.

このた糾 こは､っぎのような手続きを考えてみればよい｡これまた､箇条書

きすることにLよう｡

(1) まず､ここにある一般的手段丑すなわち本源的手段丑を､適当な尺度
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で､適当な単位に区切ってやることにする (これまでの例に即して考え

れば､時間を尺度として､たとえば r5分｣ごとに区切ってみる｡した

がって､ r手段1単位｣と言えば､このばあいは ｢5分の活動力｣を指

すことになる)､

(2) 各日的 (欲求充足)に1単位の手段 (5分の活動力)を投入したばあ

いに､それぞれの欲求充足から得られる (一般的満足度)を調べる､

(3) もっとも高い荊足度を与える目的に､最初の1単位の手段を割当てる､

(4) ふたたび1単位の手段をいまの目的に追加的に投入したばあいに得ら

れる (一般的満足度)を調べーそれをすでに(2)で知られている他の目

的から得られる (一般的満足度)と並べて､全体として比較する､

(5) その中でもっとも高い満足度を与える目的に.次の1単位の手段を割

当てる､

(6) 以下､(4)と(5)の手続きを､一般的手段の全丑か割当てつくされるま

で長引する｡

このようにすれば､選択の行為をくり返すことによって､配分に到りつくこ

とが出来る｡二鮭的手段 (資源)を旦付に区切り､目的 (欲求充足)もその王

座の埋付に対応させて区切ることにしたため､手段丑､日的実現丑､一般的前

足丑のそれぞれを､関連づけて認耗することができるようになった｡したがっ

て､遇訳は､手段の単位ごとに1回1回行われるわけだが､それが硯み重なる

ことによって､全体としては丑的な配分に転化する仕組みになっているのであ

る｡

(C) (一点的満足度蓑) このようにして､ひとたび全体が見渡せてみ

れば､いま述べた手続きれ 次のように一括して行うこともできることは_香

易に理解されよう｡

(1') まえと同じく､手段を単位に区切る､

(21) 各日的 (欲求充足)ごとに､手段を1単位投入したばあいに得られる

(一般的満足度)を調べ､さらに追加単位をっぎっぎに投入したばあい

の追加的な (一般的補足度)を調べ､それらを一覧表にまとめる､

- 208-



(3')この一覧表においてーもっとも大きな く一般的荊足度)をもたらす目

的 (欲求充足)単位から脈に手段を割当てていき､手段の全丑の割当て

が完了するまで続ける｡

さて､(2')に見られる一覧表は､普通に見られる効用表と同じ形のものであ

る｡ここでは､ く効用)の代りに (一度的満足度)という吉葉が使われている｡

(効用)と く-虎的桝足度〉とが同じものなのかどうか､また充当手段丑の増

加にともなう一般的満足度の増加が迎減的なものかどうかについては.まだ何

もいう必要はない｡これらの問堰に触れることなしに配分を説明できることは､

これまでの叙述からも明らかだろう｡

ただ､ここでひとつコメントとしてつけ加えておきたいのは､(2')の一覧表

というのは､これまでしばしば触れてきた r諸目的の盃貰さについての順序躯

合｣を示すものに他ならないということである｡しかも､第2節で考察した順

序生食 (く原効用去))のはあいと異なって､この頃序姓合によるならば､そ

の日的かこの手段によって実現されるものであるかぎり､じっさいにも股番に

選択を行っていくことか可能なのである｡それか可旭になったのは､靖日的

(欲求充足)を単位に区切るさい､共通手段 (資源)の単位に対応させること

にしたからである1日｡選択という行為か制約の中ではじめて意味をもちうる

のだということを考えれば一目的実現の制約としての手段と無関係に目的の選

択をなし得ないことは､むしろはじめから当然のことだったのである｡

(5) 手段からの制約 一 葉用論 -

(a)阿漕設定 前節に描きだした r単なる選択｣の状況 一 社数の用途

相 的)をもっ一定の種類 ･丑の資源 (手段)か与えられたとき､主体はその

手投を各用途に振り向けたばあいに得られると期待される浦足度を比較するこ

とによって､用途 相 的)の選択を行うー は-それがそのまま配分決定の過

程でもあった｡

ところで､その過程では､皇足れ 主休にとってはたんに予め与えられたも

のとしてあるためー主拝の選択を左右する要田として､したがって配食を左壷
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する要因として表舞台に出てくることはなかった｡前節までの配分決定の主役

は､つねに目的 (欲求充足)によって講じられていた｡このように､欲求充足

の手段が､したがって生活の手段が､われわれに常に与えられてあるものとし

たら､ (配分)の考案､ひいては く経済)の考察も､あるいはここで終ること

ができたであろう｡

しかし､詩目的に共通の普過的手段かつねに所与であると考えることは､ど

こまで現実的な仮定だろうか｡これらの手段か主件の支配下に入る仕方にさま

ざまな違いかあって､その違いが､緒目的の遺択､したがって資源 (手段)の

声己分に影響を及ぼすことはないのだろうか｡

この間題を考えるのに､本章では､ く管用)の観念を手かかりとすることに

しよう.経済においては､通常､われわれか何かを得ようとすれば必ず里且を

ともなうものであるゆえ､われわれはなんらかの日的 (欲求充足)を実現しよ

うとするならば､前もってまずこの襲用についての酌丑を行うべきものとされ

ている｡したがって､経済においてはー薬用の概念はつねに目的の対塩にあり､

その意味で手段と深く宕びついた観念である｡

(b)犠牲としての禁用 架用は､車体にとっての蛙特を合意している｡

しかし､薬用としての特牡は､それのみか単独で現われることはなく､必ず､

主体によってある有意味なものか獲得されることと結びついて現われる｡言い

かえるならば､主体かある有意味なものを帯持しようとするとき､事物の客観

的な因果連関の中でどうしても払わなければならない犠牲を､ く梁用)と呼ぶ

のである｡だから､柴用の概念は､つねにこの有意味なものの存在を予想し､

前提する.いまのばあい､この ｢有意味なもの｣とは､個々の目的 (欲求充足)

であり､さらには､それを通じて得られる一般的な荊足を指している. 井用

は､つねに.ある有意味なものを軒 等しようとする主体自身にとっての栄用で

ある｡したがって､算用を負担するのはこの主件であるし12)､葉用の負担に

ともなう塊椎の大きさを評価するのも､つねにこの主幹である｡そして,主体

の内部では､卸 等すべき有意味なものの評価と領唯の評価とがある仕方で関原

づけて認施され､この認純の結果にもとづいて､その有意味なものを獲得する
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ための行為を実際に行うかどうかか決定される｡

本源的な意味での米用論13)において問広になることは､この腰用旦重畳が

何であるか.言いかえれば､犠牲となるものは何か､ということと､贋用の七

五且はどのようにして測られるかtということである｡

菜用として観念される確牡のとらえ方については､大きく2つの考え方があ

る｡ひとつは (焼金共用)論と呼ばれるものであり､いまひとつは (実質封用)

論と呼ばれるものである14)｡牧舎柴用論の考え方から見ていくことにしよう｡

(6) 機 会 柴 用 論

(a)一般的説明 機全柴用の一般的な定式は､つぎの言明で与 えられて

いると考えてさしっかえなかろう｡

｢あるものを控碍する柴用は.それをf詰るために放･Ecされねばならないも

のである｡ ｣ (L･ロピンズ)15)

これだけでは､はL:めての紙背には理解しにくかろうから-例を挙げて矧 明し

よう｡

1人の猟師かいて､ビーバーを1野i仕とめるのとおなじ時l川で､鹿を2頭射

とめることができるとする｡このとき､この猟師にとって､ビ-バー1頭の柴

用は.鹿2頭がもたらすはずの補足度によって示され､他方､鹿2頭の柴用はー

ビーバー1頭かもたらすはずの碑足腫によって表わされる.というものである

16).いま､満足度を便宜的に数値で表わして､ビ-バ11頭かもたらすはず

の洞足JRを9､鹿1頭のそれを4とすれば､このばあいをど-バーを得る溝川

は8で17)､鹿2頭を得る米用は9となるから､米用の少ないビーバーが選ば

れ､その実剛 ま8である､というのか焼全車等用論の基本的な考え方である (図

4̀を参照)｡

ビーバーの米用がなぜ鹿のもたらしたはずの澗足腫によちて示されるかとい

えば､この猟師がビーバーを摂ることに決めれば､ヒ-バーから得られる満足

を期待できる代りに鹿から得られる満足は放来されねばならず彼はビーバーか

らの満足のために鹿からの満足を塙牡に供したことになる｡したがって放薫き
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遍 EB
Z尺

芸的

ビーバー
(1更別

RE
(2皇月)

IF 用

9ヽヽヽ 8′

′∫8 ヽヽ 9

1) 一方を選べば他方を諦めなければならない｡
だから,他方のもたらしてくれるはずであった

蛸足匹か,選ばれたものの出用になる｡

2) 蛸足腔にもとすく斑沢は,より大きな満足を

与えてくれるビーバーを遊び,出JT]にもとすく

選択も,より小さな班用で済むビー/<一書遊ぶ｡
出川の滋は,猫足皮の滋と逆J抑こなっているだ
けであるb

図 ･4 機 会 貿 用

れた鹿からの満足かビーバーからの滞足を得るための実用と考えられるのだ､

というのである.

徹底した機会栄用論の立場にたつプキャナンは ｢柴用とは､選択にたいする

抑審ないしは妨げとなるものである｡ ｣としている18)か､その意味するとこ

ろも､上とおなじである｡さきの例で鹿 1頭の満足度が4ではなく4.4であった

としたら2頭て唱.8になるから猟師にとっては.8のばあいよりもビーバーを選

ぶことにより一層のためらいを感じることになるだろう.というのが ｢阿害｣

ということの合意である.

(b) (横合柴用論)は廻り速 以上の説明では､この猟師は､ビーバー

と鹿を同時に得ることはできず､ビ-パーを得ようとすれば鹿を積るのを諦め

なければならず.鹿を得ようとすればL-I-パーを憤るのを断念しなければなら

ない_という二者択一的な選択の状況におかれていることか前提されている｡

さきのプキャナンの言明も､柴用を適訳と国有に結びつけていることが､あら

ためて注意されなければならないlg).

このように述べて来て､おのずと想い起こされるのはー第4節､第5節で用い

たキイチゴと9･ミの例である｡キイチゴを摘みに行けばグミを締めなければな

らず､グミを探りに行けばキイチゴを断念しなければならない｡子掛ま二者択

一の前に立たされている｡そのどちらを遥ぶかの決定は､どちらがより大きな

満足を与えて くれるかについての子供自身の期待的評価に依存している｡

このキイチゴとJ/ミの例にしても､またさきはt･提示したど-バーと虎の例
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にしても､主件のおかれている状況は､

おたがいにまったく同型である｡しか

し､主体が選択決定を行なうさいの思

考手続きは､と見れば､一見したとこ

ろかなり異なっているように見受けら

れる.なぜなら.前者は､選択射線の

それぞれが与えてくれる満足度の大き

さに従って大きいものを遇ぶのにたい

し､後者は､遥択対象のそれぞれが伴

う飽食米用の大き引こ従って小さいも

のを選ぶ､という形になっているから

である｡ところか､図 ･4を参考に考

えればすく･分るように_それぞれの機

会米用はたかいに他のものが与えてく

れるはずの満足度に且の符号を付けて

逼E] iZi
択 丘

記的 庄

也
会
見
用

,'imt封fRが2A陀越えalまあいであって
ち.in.皿比だけをIB畔にしたとき.抱負班用

を韮畔にしたとき.いずれも日的Aを選ぶ総
出lこ(.L-ら.

削tlとしただけのものだから､槙合衆
国 15 捜会果用の他の例

用にもとず く選択決定は､ややこしい

拠り皿をしただけで一婦するところは

満足度の大きいほうをはじめから遥んだのと同じことである｡

けっきょく､どちらのばあいも､選択は､盛栄的には.遇訳対束のそれぞれ

か与えてくれるだろうものと主体が期待している満足の大きさだけで決定され

うる仕組みになっている｡この郡仰 まー2着関の選択ではなく､3個以上の適

訳対象のうちから1個を遊ぶばあいも同じである｡図5で､読者みずから確か

められたい｡

(C)やや複雑な説明例 t･うせ同じ道訳の結果になるのなら､なぜわざ

わざ牧舎米用論のように過 りくどい手続きをへなければならないのか､という

のは､おそらくもっともな疑問として許されてよいであろう｡

しかし､その疑問について考える前に､挽全繋用論についてもう少し説明を
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つけ加えておくことが必要であろう.というのは､これまで挙げた例は余りに

も簡単にすぎて､そのために､単なる適訳の行為のばあいと何の差異も生じな

いのだ､と考えられなくもないからである.

戟金井用の少し複雑な応用例をアルキャンから借用することにLよう20)｡

彼の例では､真庭にプールを建設しようとする金持が生協する｡プールを建設

することは彼に100単位の ｢有利 goロd｣をもたらすか､同時に大を掘る苦労､

騒音､近所のやんちゃ坊王たち､プールを利用せんとする招かれざる客たちか

ら受ける70単位の ｢不利 badJもくっついて来る｡これを損失として100単位

の ｢有利Jから差し引けば､正味の r有利｣は30単位である｡さてt同じ手段

を用いて,プールを持っ代りにできることのうちもっともましな市銀2日を ｢

行為A｣.とする｡Aには50単位の ｢不利｣が付ずいするとすれば､それの正味

の評価は40である｡こうしてプールの建設の米用は40となり.行劫Aの紫用は

30となる｡行為Aの方が ｢有利｣だけで見ればプ-ル姐設より少ないにもかか

わらず.栄用の点ではプールよりもまLT･ある､という結果になっている (図

･6を参照)｡

これはーかなりこみいった説明である｡それにしても､ ｢不利 ｣を梁用に算

入することはtなぜできないのか｡ ｢有利Jを得るためにどうしても払わなけ

ればならない犠牲なのだから､これを実用と呼んではなぜいけないのか｡ある

いは､この ｢不利｣はその事製を選択することにたいする直接の降雪になって

いる22)ではないか､という旺問か当然生じてくる｡それにたいして､7ルキ

ャンは.それらの ｢不利｣は代りとなる事象の ｢有利｣に直接影響していない

からだ､と答えている｡

しかし､その説明は､横

合米用の宝玉を前掛 こし

ているだけであって､機

会米用論そのものを積極

的に擁謂することにはな

っていない｡この点は､
四･6 やや社雑在也全史用の例
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次節で述べる実質巽用論とかかわらせて､あらためて考察する必要かある｡

それはともかく､この ｢不利 ｣を襲用と考えて (ただし牧舎架用ではない)､

それぞれの正味の利益を見れば､プールが30､行為Aか40であるから､Aが遇

ばれることになる､というやはりまったく同様の結論を導きだすことかできる｡

またしても､粒食架用論はいたずらな過り道ではないか､という感を強く抱か

される｡

(d)税金葉用嵩の手段への関係 牧舎薬用論はもともと選択状況を前提

にしているわけだから､単純な遇択のばあいと機会算用を考慮しての遇択とが

-乾しでも.何も不思油なことではないのだが､問題はーそれならなぜわざわ

ざ償金襲用という廻りくどい概念を考えねばならないか､という点にある｡こ

の点について考えるためには､われわれは､単純な選択のばあいにも牧舎巽用

が説かれるさいにもあまり琉梅的に表面に出ることのなかったいまひとつの契

機を引きだして来て､考察を加えることが必要になる｡

単純な選択にしても､捜全共用論にしても､まず一定の手段の利用か前提さ

れて､その手段によって実現可紀なさまざまな目的 (欲求充足)の間の比較か

行なわれるという状況設定になっている｡しかしながら､どちらのばあいにも

特故的なことは､主体の目はつねに目的の側だけに向けられ､それらの実現に

よってもたらされるだろう ｢有利｣だけか真剣に測られ､比較されていて､他

方の側の手段については､その唖規 ･性質 ･丑､いやその独自の意轟にたいし

てさえ､一軒も与えられていないことである｡複数の用途に向けることのでき

る特定種類の手段の特定丑か与えられているところから出発するかぎり､これ

らのことはすでに確定した事実ないしはひとっの推論過程に与えられた初期条

件なのだから､それ自件を問題にする必要はもはやない､というわけである｡

そして､それはそれなりに合理的な態度として理解できなくはない｡

それでは､牧舎襲用論は手段にはとことん無関心かというと､案はそうでは

ない･本章は宋用論を全面的に取り扱うことを企図しているわけではないので､

この間塩にな く立ち入ることはできないけれども､ごく簡単に説明すれば.也

舎共用論は､それと双生児の兄弟の関係にある く帰属理論)を通じて､手段の

- 215-



評価に寄与している.言いかえれば､選択は､機械薬用論を媒介として帰属理

論につながり､概数の質的に異なった手段の用いられるばあいにも一元的な評

価基準に基いた資源配分が行なわれることが示されることになる23)｡しかし､

そうであっても､この評価される価値か目的の側に由来するのであるかぎり､

詩目的の与える満足度の脹序に従った資源配分にたいして手段の側か何ら独立

した影響力をもたない､という点についてはまったく変りがない｡

(7) 実 葉 菜 用 論

(a)出発点の問題 襲用が､主体かあるものを得るために犠牲にしなけ

ればならない何ものかであるtと考えるとき.その犠牲を､得ペかりしものの

逸失であるとするのか牧舎柴用論であった｡だが_それは犠牲と言いなから､

主体か現実に支配しているあるものを失うのではなく､主体が支配し得たかも

知れないあるものを支配し得なくなったというだけのことである.しかも､そ

れを支配し得なくなる代りに､必ずそれと同等以上に意義のある何かを支虎す

ることになるのだから､牧舎柴用品のいう犠牲とは.あえて言えば虚構の犠牲

にすぎないものであった｡そうであるからこそ､横合共用としての紫用の諾鼓

の有無は､それ自体として資源の配分の仕方を左右する力を持たなかったので

ある｡

ところで､横合襲用論にしても､あるいはそれの背後にあって請目的の実現

から最大の満足を得るような諸目的の遇択のばあいにしても､何度も言うよう

に.一定の手段か与えられているところから出発していて､その手段かどのよ

うにして主体の支配のもとに入って来るに至ったかを問題にしない｡

もし､われわれか生活していくとき_生活手段 (欲求充足手段)を確保する

ための第1次的な手段が､いつもどこかから与えられるのであれば､おそらく

経済というものか人間にとってそう重い意味をもっことは､あり得なかったで

あろう.生活のためにーさらにはよりよき生活のために.われわれは･まず生

活手段を獲得する手段としての生産賞讃 (土地 ･自然資源 ･自然詩カ ･労触用

具 ･自分の労即 に自分の支配を及ぼすことから始めねばならか ､.外的な乗
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件を一定とすれば､その支配の及ぶ範囲は､主体の意志と努力に応じて広くな

ったり狭くなったりすることができるはずである｡そうであれば､手段 (生産

要素=手段)を一定とおいて思考を出発させることは､現実には可変的な最初

の条件をある一点で静止せしめて､映し出されている同一画面でさまざまに構

成を変えて見ているだけにすぎないことになる｡飽食崇用論においては､主休

が支配しうるこの最初の資源の種類 ･丑はどのように決まるかという､出発点

の問題がなおざりにされているように見える｡

実質紫用論は.まさしくこの間塩にかかわっている｡

(b) (労轍=実果実用)菖 実賀梁用の観念か､古典派全件を通して､

さらにはマルクスにあっても､大きな意味をもっていたことは､それぞれの理

篇体系において労肋価値論の占める亜要さの程度からしても､容易に想像のつ

くことである.たしかに､財を積得しようとするさいにはつねに､大なり′トな

りの労肋か必然的に要求され､この労勘支,Li'.が主体にとっては財を獲得するた

めの.ひいては何らかの欲求を充足するための止むを得ない悟牡と考えられち

ことは､ひとつの自然であった､もっとも､こうした犠牲にたいして ｢東栄崇

用 realcostJの名称を与えたのは.労働価値論者ならぬマーシャルであった

か2日､かれ自身は､労働の く努力 effort)に加えて､資本を貯蓄するさいの

(待ち waitings)の犠牲をも､この実質襲用に教え入れが 5)26)｡ところで､

(待ち)には当然のことながら時間の要因かふくまれておりー同項か禎雑にな

るので､ここでは労働についてだけ考察を進めることにしよう｡

しかし､その前に､請目的 (欲求充足)を実現する手段､っまり生産要素と

しては､労鰍のほかに土地や労肋用具などがあるのに､葉菜梁用論に関連して

は労鞄だけをとりあげる理由を､まず明らかにしておかねばならない｡言うま

でもなく､別 削ま主体自身の肉体的 ･和神的能力の発現であるから､本来的に

主体の支配下にある｡しかも､大切なことは､主件の意志によって発現するこ

とも発現しないことも可能であるという潜在的な形でのみ主体の支配下にある

特殊な生産要素である.という点である｡つまり､丑的には不定である｡この

ことは･ ｢手段一定｣という牧舎柴用論の前提机 労働については少な くとも
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(C)その系譜 労槻支出を薬用として､したがって主体にとっての犠牲

としてとらえ得るとすれば､その根拠は何であろうか｡これは､自明の問題の

ようで案外そうではない｡

労働の栄用的性格としてまず目につくのは､いわば豊盛 (T･ain)ないしは盛

盟 (toilandtrouble)としての労働である｡この点に関して誰しもすぐ頭に

浮かぶのは､スミスの F諸国民の富』における次の1旬であろう｡ ｢あらゆる

物の実質価値 (realprice)､つまりあらゆる物がそれを獲得しようと飲する

人に盟.墓に (really)軍やさせ.るものは､それを軒 等するための苦労や煩労で

ある｣ (傍点 - 引用者)26).この旬はジェヴオンズによっても引用され､

おおむね正しいとされた上で､ ｢労働とは､将来の利益を部分的または全面的

に目ぎして行なわれる柏神または肉体の何らかの苦痛な行使である｣という労

轍の定義になった27).スミスが労働のこの側面のみに労助の栗用性を見たと

考えるのはおそらく正しくないであろうが､これにたいしジェヴオンズははっ

きりと､労働を苦痛においてのみ経済学の対架に入り来たるものとした28)｡

苦痛は快楽の反対であり､快楽を生むものが効用をもつとすれば､苦痛をもた

らす労勘は負の効用ないしは反効用を持っ.そして､この労働の苦痛こそが､

効用を得るためのーあるいはよりき丑の苦痛を掛 ナるための犠牲であり､崇用

である｡この理論は明快である29)｡

ついで､マーシャルは､自分の見解はジェヴオンズのこの見解とだいたい同

じものだと言いなから､しかし､重大な修正を行なってつぎのように述べる.

｢われわれの定義では､労鋤とは､活動から直接生まれる快楽以外のなんらか

の利益を部分的または全面的に目ぎして行われる精神または肉体の行使であるJ

30)｡明らかにジュヴオンズの文体を摸したこの章句からは.注意深く､ r苦

痛の painful｣という1語か消し去られている｡マーシャルは労伽 一昔痛を伴

うこと.またその苦痛が労働の崇用的性格に大きく寄与することを否定したの

ではない｡彼は､彼の細論のほとんどがそうであるように､ここでも現実の労

働のもっ多面的な性格 - ある状況のもとでは楽しみでさえあることなどを考

慮して､ ｢労働の不利 discommdity｣31)の中身に苦痛以外の雑多なものをつ
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け加え､ r努力｣という言妻でまとめることにした｡だが､そのことによって､

労働の米用性の根拠ならびに巽用としての量化の問題を扱う理論としての鋭さ

は失われることになった.

スミス､ジェヴオンズ､マーシャルに見られる ｢労働=柴用｣論は､いずれ

Eq

聖

日,Hl
r

-

(U
-1

･

苦

痛

･>'ェO'*ンズ

は.労働はその地

殻rEつれてく昔揃)

になると考えた｡

そして,労勘の拙

範糊nul(生産物の
爪で我わされてい

る)は.労由によ

って生与出される

生産物の配界乱用

【qm)とそれに対

応する'ry勘の駅ilL

生産柚の丘 不効JTHd叫 か等
しくfJLlる点で終了

すJ3.と脱UJJして

いる｡ UcyollS.

QJ)･E''(･,chap.V.)1

図 ･T ジェヴォンズによる芳軌細 の決定

も労軸という現実的なものを米用と結びつけているか,それが米用として故紙

する仕方は主親心fln的なものを媒介としてである｡だから､ジュヴォンズにお

いてもっとも鋭く現われているように､ある特定の目的実現によって得られる

効用の大きさと.その日的実現のために投じられる労働の11執-A-の大きさは､

快と苦_効用と負効用ないし反効用という同一平面で比較されうるものとされ

ていて､すべての日的 (欲求充足)実現にとって､労働の見効用ないし反効用

はっねに米用を柵成することになっている (図 ･7).

米用論としてはおなじ英男米用論の立場に立っものと見られながらも､彼ら

とは異なった中身を示しているの机 マルクスの労那 軍用論である｡もっとも､

彼自身はこうした次元での削召論を特に展開しているわけではない｡しかし､

彼の商品凧直論が.商品の価値の実体を､その商品の生産に投下された労勤

(抽象的人間労働)に求めていることからの論理的帰結として.彼もまた労肋

を米用としてとらえていたということは､冨いうるであろう｡けれども､労働
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か何ゆえに紫用を構成することになるのかということについての､いま1歩立

ち入った検討は行われていない｡むしろ､そうした問題恵措かなかった､と言

う方か適切であろう32)｡

ところが､ F資本論Jに先立っ F経済学批判要綱』などにおいて､マルクス

は､労触時間の節約による自由な時間の増大についてたびたび触れている｡こ

の論点は､それ自身かはなはだ興味深い問題をふ くんでおり､その含意や射程

の長さについては､これまで杉原四即ちによって論じられて来た33)か､これ

を紫用理論の次元にまで引きもどして考えれば､このは論によってマルクスか

税金米用論の陣営に片足を入れたものと見るのも､あながち不当ではない｡項

をあらためて､この点の検討を行なおう｡

(d)マルクスの結労働時間配分 マルクスの体系の中で､社会的結労勘

の配分という観念か存在し.しかもきわめて重要な役割を果たしていることを

!EILL摘したのは､大熊信行であった34)｡大韓は､マルクスにおけるこの観念の

存在を. 『資本論』で労肋価値論が説かれている第1篇第 1章の第4節_ロビ

ンソンが壁喝するくだりの部分と､マルクスの有名なクーゲルマン苑の手紙と

について指摘している｡大熊の言うように､マルクスは､その生活の全体を容

易に見渡すことか可能である孤立人ロビンソン ･クルーソーの生活を描くこと

によって､経iaQD_全体性を読者に見通せるものにした｡

その上で､マルクスは､ロビンソンがさまざまな欲求を浦足させるためにさ

まざまな形での有用労鋤を行なうのだが､それらはいずれも､おなじロビンソ

ンの労働が､したがって同一の人間労働かさまざまな形をとったものにすぎな

い､とする｡そLて､そのあとにつぎの文章を掛 ナている､ ｢必要そのものが

故を弓卸糾して､故の時間を綾の異なれる諸機能の間に正確に配分せしめる｡紋

の掛 舌朝の中でどの也能がより多くの範盟を占め､どの也能かよりわずかの範

囲を占めるかは､目的とする有用的効果を達成するた桝 二束HBされるべき困難

の大小によって定まる｡某至境が彼にそれを教える｡- -この請連関のうちには･

†剛直の一切の本質的な諸規定かふくまれている｣と35).大朝削まここに.マル

クスの配分観念そのものとーその具体的な内容としての (諾労卿の配釦 の思

- 220-



忠とを見た36).

いまtわれわれに関心のあるのは､あとの点､つまり く藍生血の配分)であ

る｡このようにくくりり出されて来た く括労働)という観念が､選択の場にお

ける- したがって､牧舎崇用論の論理的前提である- r所与の一定の手段｣

にはかならないことは､たちどころに了解されるであろう｡大熊は､まさしく

この点をとりあげ､つぎの質問を突きつける､ ｢配分結丑としての結労働時間

なるものはそもそもロビンソンにおいて､どのようにして量的に決定したか｣

と37).マルクスは､それに答えていない｡大熊のこの批判は.そのまま牧舎

柴用論一般に妥当するものである｡

しかし､ r経済学批判要綱』およびそこから照射される r資本論』の叙述を

見れば､マルクスは､生産力の上昇に伴ってー 必牡とLでの労働時間か ｢且由

丑.時間｣に移行していく可能性か与えられると考えている38)ことか､わかる｡

(一定の手段)はいまや括生活時間にまで拡大され､この限られた24時間のう

ちで､どうしてもしなければならない労触時間が減ればそれだけ自由な時ruJか

増えていく形になる｡マルクスは､捻労働時間が可変的なものであることを語

ってはいるのである｡ただし､ r労鹿時間の節約｣39)という文脈でのマルク

スの主たる関心の方向は､人類史的な次元に､したがってまた経済の動態的な

面に向かっており､大熊の求める､捻生活時肌 こおける労触時間と自由時間の

弁別比を決定する静態均衡的な仕組みないし原理については､答えらしいもの

は用意されていない.マルクスに欠けていたものは,ミクロな意味での､人間

の日常的な経験の分析である｡だが､その間題は､マルクスの目ぎすところか

ら遭い場所に位置していたこともまた､確かであった｡しかし､ともかく､マ

ルクスのこの面での考えが､牧舎柴用論的な特進をもっていることについては､

ここではっきりと確認しておくことが必要である｡

(e)時間襲用詮の現全費用詮的性格 一般に､労肋を時間でとらえる仕

方は･何も学問的な手法ではない｡それは､むしろ古くから日常的な実践の中

で行なわれてきた仕方であり､経済学もたんにそれにならっているにすぎない.

それというのも､労働という活軸はひとつの過程であり､過程であればそれは

- 221-



時間枠の中で進行するしか他ないものだからである｡しかし､そのように考え

てくれば､労働をもふくんだ人間の生活そのものか､すべて時間の枠の中で進

行する過程ではないのか.したがってー欲求充足すらもが､この時間枠の中で

行なわれる過程であるはずだ｡人間の一生の時間的長さは.つまりその人の絶

対的な轄時間は､個々に大きな差異がありうるし､またそれは､ことからの性

質上､その時間が蘇って見なければ確定しえないものであるけれども､逆にい

えば､時間はその人か意鼓するとしないとにかかわらず経過していくものだか

ら､その措持時間が長 くても短かくても､人は刺々に過ぎ行 くその時間枠を必

ず何らかの清新で埋めていかねばならない.たとえ､睡眠とか休息とかという

非活動的な地 という形であるにせよ｡

そして､人間の生活のサイクルは､1日､1過､1月といった単位で営まれ

るものであり.前茸で且たようにー生きていくためには､欲求充足もそのサイ

クルに応じて充足させられることが必要である｡とすれば.たとえば1日24時

間について､その全体を､直接に欲求を充足する活動とそれらの欲求を充足す

る手段を獲得するための清tLFとに､どのように振り分ければ全体として得られ

る前足の度合いかもっとも大きいか､という考慮が成り立っことになる｡ここ

では､時間枠はあたかも資源として､一定の手段として扱われている｡したが

って､労働もこれを徹底して時間の形式でつかむならば､労働の内実に目的実

現の手段としての意義か帰属させられるのではなく､労触過程のたんなる外皮

としての､枠としての時間にその意義か帰属させられることになる｡

もし､この面から r時間の経済｣を主張するならば､その立場は完全な競合

襲用論のそれであるはかないことになろう｡ただし､マルクス自身について見

れば､先にも述べたように､彼は (労働=柴用)をそこまで煮っめているわけ

ではなく､また労触時田は そのようにたんなる時間形式に還元して把握できる

とする立場からは速いように思える｡

(8) (労働=梁用)論における詰合

(a)労働の生産要素としての特殊性 実質襲用論を (労触=襲用)詮に
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求めてこれを吟味 したところ､意外にも､そこには牧舎貿用論のひそみ得るこ

とかわかった.しかし､それは､労働を労働瞳凪という五五においてつかんだ

ばあいであった｡そこで､もういちど､労轍のジェヴオンズ的把握に立返って､

こんどはその面からの検討を試みることにしよう｡

労七郎ま､生産過程において不可欠であり､その意味で､すべての目的 (欲求

充足)にとってはtそれを実現するためにどうしても必要な墓碑の手段である｡

そのさい､労軌 ま他の手段 (生産要素)とは根本的に異なるつぎの特性をもっ

ている｡

(1)生産諸要素を詰目的へ配分するに先立って､他の諸要素の丑は所与のも

のとして主体の支配下にあるものとされることができるが､労働だけは宜

査畳のままである｡

(2)労働は主体自身によって支出されるものであるか､主体をしてその支出

をためらわす巽東に.労的支出に伴いかちな豊症ないし原盤かある｡した

がって､配分決定においては､請目的の実現から得られる帝足についての

期待が労軸支出の相加を促す一方で､労触支出に伴う苦痛ないし煩労の予

想がそれを抑えることになる｡

(3)労働の支出丑は.労働の時間枠を広げることによっても増やすことかで

きるが､たとえ同一時間枠の中であっても､その間になされる豊艶凸藍度

を和めることによっても増やすことができる｡

労働のもつこうした特性は､まず第 1に､労駒という要素を他の生産要素と

同様に､その丑か所与の手段であるとして扱うことを許さなくしている｡した

かって､この側面で労働を見るかぎり､労働の襲用性を也全襲用論の理論的枠

組で取扱うことは､到底できないことになる.なぜなら､牧舎襲用論は､つね

に手段の所与性を前提とするものだからである｡

第2に､煩労ないしは (丑効用)としての労軌 ま､その麦出そのものか直指

に主体にとっての犠牲であり､そしてそのことが日的実現をためらわす方向で

作用するかぎり､これは実質襲用を形成していると言わなければならない｡

(b)労働の美果兼用性 それでは､労軸のこの事宮守用件は､配分決定
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においてどのように如き､どのように現われてくるのだろうか｡この間題は､

おそらく2段階に分けて考察するのか丘かろう｡

ただ～その前にとりあえず指摘しておく必要のあることは.労働のこの実質

禁用性は､何も､配分決定における焼金襲用論的説明を否定したり､それと矛

盾Lたりするものであると考える必要はない､ということである｡私見では､

両者は補完し合うことのできるものである｡そのことの具体的な説明は､むし

ろt以下の叙述の中に現われてくるはずである｡

まず第 1段階は､配分決定における個々の目的 (欲求充足)の評価に開通す

る｡前節までで見たように､実現すべき詰目的を選び出すさいに､そこで飽く

考丑は､それら詩目的のそれぞれが主体にたいしてもっ意義ないしは与えてく

れる満足度の比較にあった｡ところか､いまや労働か実質襲用となるならば､

請目的の実現か与えてくれるものにたいする相殺要因としての労肋乗用も,考

量の中に加えることか必要になる｡もっとも､この点については､個々の目的

を実現するための労働の多様性 (種類 ･密度 ･苦痛度など)を何らかの換井係

数を用いて同質なものに還元することができれば､それは-様な巽をもった手

段ということになるから､それをベースに第5節で行なったように､それの各

単位にたいして､それによって実現できる目的の丑を対応させていくことがで

きる.そうなれば､内に実質柴用を取りこんだ形での機会襲用論が出来あがち.

機会耕用論のもっ形式的な性格ならびに手段についての無規定性がそれを許す

のである｡

(C)括労轍丑の決定 しかし､それでも､労働を全体としてどれだけ支

出してどれだけの諸目的を実現しようとするか､という間臥 つまり手段の措

丑そのものの決定の問題は残されたままである.これを考えるのか考案の第2

段階である｡

ここは､ (労働=英質費用)論が横転的に機能する場である｡われわれは､

ここでは､ (労働=不効用)説に立っジュヴオンズの説明を利用することがで

きる｡もういちど図 ･7を見て頂きたい.実質兼用としての労働の性掛ま､労

軸の限界不効用によって表現され､それと労軸の生み出す限界効用を同じ尺度
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とになる､

とするのか

ジェヴオン

ズの説明で

ある｡

けれども､

この説llj=ま､

如

用

一
t

L.+効局ト 24串間

G

S 一､､､､､､ や .<画 竺 F

管 : 滅 iJ.,虎 pb1-'巾

海 ､､､ヽヽ
Fヽ,LtF G,

/ ヽヽ

芳(-jBW'l+ _r j = ､､5. 自白印一L'

1) 労t別⊂よる生抜功の限界効用は,労働そのものの (氏)効用によって

任正を空ける｡ この堪正をIP純な相殺と考える必要はなく,任正の仕方
が定まっていさえすればよい｡

2) く陛正された限界効用)曲繰とく自由時nLuのもたらす限界効用〉曲奴の

交点Pにおいて.く分針時間)とく自由時間)か決まる｡

Egl･8 労働時間の決定 (任正ジェケォンズ曲根)

これをその

ままわれわれの説明とする訳にはいかない.少 くとも_ここには2つの関越か

ある｡1つは.労軸の く不効用)をー労軸によって生み出される効用ないしは

欲求充足による柄足と同じ質のものとして､加減算を施すことかできるかどう

か､という問題である｡この点について_いま明確なことを言う用意はないか.

ジェヴオンズ的なや り方が便利ではあるにしても､それはやや安易にすぎるき

らいかある.

もっとも､労働そのものの く不効用)が労働の生み出す~く効用)とは賃的に

別のものであるとしても､その (不効用)の度合いか一定の仕方で (効用)杏

減殺する効果を持っのでありさえすれば､ (修正された限界効用)かゼロにな

る点まで労働か支出されるとして､基本的にはジェヴオンズのシューマを生か
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すことかできる.

問題の第2は～労触支出の結丑は､果たしてこのような関係だけで決まるも

のか､ということである｡前節で述べたように一人は労働によって生産された

充足手段だけによって生活の充足を得ているのではない｡睡眠 ･休息 ･娯楽 ･

スポーツなど労働以外の活動 (広兼)によっても､諸種の補足を与えられるの

である.そうした活動のための時間を労働時間と対比させて呼んだものが自由

時間であるか､けっきょく､1日24時間の時間枠は､大分類としての丑曲亜凪

とー自由時間のどちらかに分割して副当てられなければならない｡この分割の比

率を決めるものは､けっきょく牧舎米用論的な方式になる｡図 ･8を参照しな

がら説明すれば､労働のもたらす く割引かれた限界満足度)か､自由時間の枠

を利用することによって与えられる収非満足度と均等になる点で両者の配分比

率か決まる､と言うことかできよう｡

したがって､ばあいによっては､ジェヴオンズが考えた均衡点よりも商い前

足水準で､つまり､より少ない労触丑の支出で済むこともあろうし､あるいは

反対に.それよりも低い満足度の結丑か､ということはより多い労働塵の支出

のほうが､全体としては満足度の詰丑か大きい､ということもあるだろう40)｡

む す び

前節末尾において.きわめて粗いデッサンながら,労働というもっとも基本

的な生産繋-,Tiについて､その配分決定の方法を示した｡そして､それはたんに

諸目的の重要さの順序に従うだけでは駄目で_労働の実質釆用性をも考慮に入

れて行われるべきであることも明らかにした｡

しかし､なお成る間軌 ま､労触以外の生産報軍票を労肋と組み合わせて投入

するとき､その配分決定はどのようにして行われるか､ということである｡こ

れは多分に技術的ではある机 しかし労働だけのばあいよりも一層祢津な阿適

である｡
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日 本車は､京't'BS大学故老部 r人文131､1985年､に掲徹したものに､いくらかの手

直しをしたものである.

2) 前党､187̀て,;を参冊｡

3) 前章､188-192ペ･JTを春原.

り 現実には､行為者によっては*riq的な欲求充足に丑きをおいて行軌することもあ

るはずである｡しかし､そのような行為者は､自らの生活の持続生と安定性を拭う

危険か大きい｡伝法的な経済理論は､こうした型の行劫 (者)を非合理なものとし

て､その理論的考群の対象から外している.

5) このことは､手段丑の等差的増大にたいして､充足在任が逓増的相加であるか_

比例的相加であるか､それとも退城的増加であるか､ということには無関係である｡

61 このかぎりでは.この充足度を.基丑的な丑あるいは序数的な丑のいずれとも見

なすことができる｡

7) もっともーこうした欲求を充足しようとすることのすべてか経済行劫と結びつ く

わけでJ,Ltない｡蛙所行劫と結びつく放課は､全欲求のうちd)1知である｡

8) いきなり100%の普逆性をもつ-殻的満足度を考える必要はない｡さしあたっては､

キイチゴとPLミのそれぞれが与える満足腔 (味など)を池的することができさえす

れば､それで十分である｡

B) 理論的にいえば,riL7ほ欲求充足手段が_必ずしも自分の活軸でなくてもいい｡血_

人の活軸をここに想定しても.いまの論点に聞するかぎり､何の影響も受けること

はない.

1q) 前節の例では､El的は2個であった｡それを韻敦とすることによって､一般化さ

れている.

1日 ちなみに､限界効用均等の法則の故式的蛋規にあってもーつぎのように､各財鵠

位ごとに得られた限界効用か､さらに共通手段タームのそれに変換されているが_

その理由はここに述べたことから知られよう｡A=(dU/dql)/pl=tdU/dq2)/p2=

(dU/dq3)/p3=(dU/dq4)/p4(Uは浩効札 qlは窮i肘の丑､p)は第i肘 L恥位を得

るのに必要な手段丑､ここでは価格).

12) もちろん､ある有丑味なものを卸 等する主体机 そのlj!用を他人に転媒すること

はできる.しかし､転嫁された米用はすでに実用ではなくて､たんなる確牡にすぎ

ず､また転促した主体は､その有意味なものを無tEで持たと同じことになる｡その
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上､本番では社数の主体桝の鐘済伽僻は扱わないので､繋用についても.本腹的な

ケースだけについて考案する｡

lり ｢経済本質論次元での粟用品｣と雷い換えてもよい｡貨幣などを旺介にしないで､

主体か自ら支配する生産要素を利用して自らの欲求を充足しようとする､いわば払

立春経済を想定してもらえればよい.

ll) 襲用論そのものについては､狂者の r実質米用論と機会粥用務 一 経済本質論次

元での換甜｣r蛙済論連J (京大)､10911(1972-1)における説明を参照されたい.

ただし_両群用論にたいする頚者の評価は.この間に変化している｡

15)Lionel加bbi71S,R細arksupD71Certainaspectsofthetheoryofcosts,土日ヒ

nomicJournal,44-173,hrch1934,p.2. なお､この論文は.JamesX.Buchan

an/G.F.Thirlby(ed.).･L.S.E.EssaysorlCost.N.Y.U.P..1973に収録され

ている｡後者では p.22.

16) ここで､焼金米用を r満足腔｣という主観的評価で挽明したが_これを客観的タ

ームでもかまわないと考えるかどうかについては､旗舎柴用詩に立っ人びとのあい

だでも見解か分れるようである.しかし､ここでは.その間留に立ち入ることはし

ない｡

17) 今のばあい､限界効用逓減の仮定は､置いていない｡

18) ∫.H.8uchanan.IntrDduction:i.S.E.costtheoryir)retrospect.illBtLCh

aJlaZ]/ThirLby(ed.),軸 ‥p.14.

19) 彼は.もっとはっきり ｢盟Blは本質的に選鉱 と結びついている｡∫u吐血.p.13)
とも述べている｡

20)Ar加rLA.AIchian.Cost,王rLterTlatiロ71alEncycl帥aediaofSgci旦L≡泣出皿出'

vol.3.1969,P.404.

21) evezltという語か用いられている.要するに､立件にとってのある状態の生起だ

けが問掛 こなっているのである｡

･L2) rjS用とは､適訳にか ､する印譜ないしは掛 デとなるものであるJというのか境

-全珊用論者7'キャナンの言明であった.

23) 焼金珊用諭との関係を見通せる形で帰偶確論を説明したものに､次笛がある･た

だしその部分の弗訳には誤まりがあるので注意のこと. E山lKauder.止LiiiBLL

山 旦亡止担iA ilitythn Princ8tDnU.P‥1965.chaps.16-18 (岸田脚 択

一 228-



F限界効用理論の歴史J嵯峨野昔院､1979年).

24) I,A.Schu叩eter,Historvofeconotnicanalysis.1954.pp.923-4(束畑和一

訳 F経済分析の歴史3着波音店､195時 ー1950-2<57) ;A.Harshall.fLiACiples

ofBCOnOD)ics.1890.8thed..1920,BDOkV.Chap.班,§2(以下､V,班,2と略記)

(馬場啓之助訳 r桂特筆原理』東洋接辞新報社､1965-7年).なお､両駅昔とも､

r̀ealcost'の訳語に ｢具英 (の)禁用｣を当てている｡

251 NarshaLl,ebenda.

26) AdaロSEDith.AninquiryintothenatureandcallSeSOfthelJealthofnations.

1767,Glasgowed..p.47(大内兵術 .現川七郎訳 r砧国民の富』岩波文価､第1

分冊.151ぺn=)｡

27) W.StanleyJevons.T柵 fp蜘 1871.4thed.,1911.

chap.Ⅴ (寺尾琢磨改訳 r経済学の理論jE]木柱済評論社､1981年)｡

28) かれは､労働か快を与え得るばいのあることを見汚 してはいない｡念のため｡

Ebenda.

2日 このパラグラフおよび以下3っのパラグラフは､ほぼ前掲拙榊を利用した｡

3D) Harshall,叩 .CiL LI,也.2.

3日 Marshall.印.CiL IV.I.2.

32) たとえば､ -経晴学批判芋粥jを見よ.KarlXarx,む削eris芦__e｣旺_Krit享虹由r_

皿IitischeTtOkom _ロi_e_._1953.SS.505-7(荊木幸次郎監訳.大月書店､1961年)｡

33) 杉原四郎 F撞晴原論 Ⅰ- r掛 庁草批判｣序説-j同文館二1973年､の第3.4茸

を参照.

34) 大場倍行 ｢マルクスのロビンソン物語｣｡これは192時 に雑誌 F改造1に発立さ

れ､また.同年､他に3車を加えて同名の単行本として出版された｡現在では.

r賛輔配分の理論』東洋撞済新報牡､1967年の第5茸として見ることができる｡

35) KarlHar又.D_aL_Kap_i_主吐 ,Bd.1,1867.I.1.4.

361 大熊 r資源配JJlの哩削 .とくに107-杓 .

37) 大熊･前掲乱 129<JI以下.
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3日 杉原.前掲音を重用｡

39) J(.Marx,Gru71drisse,SS.89u.599などを見よ｡

引‖ これは､きわめて粗いデッサンにすぎない.労働時Wと自由時間をこのように敢

然と区分することにも問題かある.だが､さしあたっては大筋の考え方を示す必要

かあった｡精密な換評は別の機会に放ることにしたい｡なお､そのさいには､近年

GaryS.Beckerらによって押し進められている生活分析､時間予算などの考え方

も牧村することになろう｡
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舞写工王Ⅰ書rs 過 程 と L て の 経 済

第 1 章 生 幸吉 過 程 の 再 生 産

- 財 と 労 働 力 古こ ErJL て -

本章の主題は､生活過程の再生産である｡これまでの経済学は～人間を再生

産されるものとしては､とらえて来なかった｡そこから､生産と消粟を絶対的

に2分する考え方も出てくる｡そこで､本章では､生活過程の再生産を人間と

財の再生産循環としてとらえる仕方を示すことによって､伝統的な r生産｣と

｢洞果｣の概念の批判を行なう｡

もっとも､筆者のもともとの関心の出発点は､単軌九の生産と遡軍にあった｡

そもそも､労轍力商品の価値規定をめぐる話見解の対立の背後には～じつは

経済学上の基礎概念にたいして請論者か抱いている理解か相互に食いちがって

いる､という事実かある.その1は価値および価値法則にフいての理解であり､

その2は生産概念についての理解である｡

労働力に開通して生産概念か問題になるのは､ ｢労働力の生産｣という一見

何気ない通常の言い方をめぐってである｡しかも問題は2つに分れる｡はじめ

の閉域は､労働力という非有体物が労働によって生産されることができるか､

という点にある｡もっと一点化していえば､労軌 こよって生産されうるものは

有体物に限られるのか､という間貨である｡つまり､そのさい問題は､生産活

動の対象の側に即して漣起されているわけである｡これについては､すでに取

り上げたことかる1)｡つぎの問題は､生産活動と消費活動との区別および関連

の間壇である｡周知のように､マルクスも生産と押葉の同一性の問題を提起し

ている机 決して十分な解決を与えているとは言えない2)｡マルクスをふ くめ

て-丑には､生産と洞菜の2分法が支配的である｡ここに ｢生産と消崇の伝統
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的な2分法｣と呼ぶのは､財の形成または消滅の特定の具件的過程を､絶対的

に生産または柏葉の過程として性格づけようとする仕方を指している3).

(1) 2分法の論理構造

(a)財に即して われわれは､人間の清新によってひき起こされるある

過程を ｢生産Jと呼び､また､別のある過程を ｢消費｣と呼んでいる｡両者そ

れぞれの過程の差異はどこにあるのか｡

｢生産｣と呼ばれている過程において､まず目に入るのは､人間の何らかの

必要を満たすべき新しいiA か作り出されっつある姿である.われわれはこの

iLiZlを ｢財Jと呼んでいる｡稲田で捻っていく米､工場でつぎっぎに組み立て

られていく自動車､いずれもーいかにも ｢生産｣と呼ばれるにふさわしい過程

である▲米や自動車など､財を作り出す人間の活動は生産活動と呼ばれる｡他

方､ ｢消菜｣と呼びならわされている過程においては一旦_む く財)か人間の必

要を満たすために利用されつつ､急速にあるいは徐々にその嚢や機能を失って

いく様子がー見られる｡米は鋸として食べられ､日勤串は輸送の硬を供しつつ

古びていき､やがてボンコツとして捨てられる.まさに ｢消禁Jされる.舷を

食べ､自動車などの財を利用する人間の活動は洞襲活動と呼ばれる.ここでま

ず確認できることは､ r生産｣および ｢消費｣という概念は､第一次的には､

財の生成と消減というiLBの外的姿態について表象されている､ということで

ある｡われわれは-穀に､これらの用語を､且jaに即して用いている.

だれ ｢生産｣および ｢消柴｣という2_つの過程のそれぞれをさらに仔細に

点検すると.事態はそれほど単純でないことにわれわれは気がつ く. r生産｣

において､あるiLAが作られるためにはt他の且jaかその姿や挽能を失ってい

かねばならないのである｡米を作るためには米 (種もみ)と肥料と点横具か.

自動車を作るためにはt鉄粥や電気やさまざまな棟掘暮具が､そしていずれの

ばあいも人間の労助力が､それぞれ用いられ､消耗させられてい く ｡こうした

側面に注目するならば､たんに ｢生産｣と呼ばれている過程も､一方のiLElに

とってはたしかに ｢生産｣と呼ばれるにふさわしいにしても､他方のiLElから
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すれば､むしろ r洞梁｣と呼ばれるに値いする過程である｡新たなiLAか作り

出される過程と､すでに作られてあるiL盟が消尽される過程とが､同一過程の

あるいは同一行為の相異なる2両として環われる.一方のiLAの生産と他方の

iLglの消棄とか､たかいに他を条件としつつ同時に並行して進行する｡五色に

即する立場をとるかぎり､この過程を生産と消架のどちらかとして-轟的に性

格づけることはできない｡

｢消葉Jについても､事情は基本的に同じである.ある且凸がその姿や機能

を失っていくのと並行してtかつそのことによって別のある且盟が作り出され

てくる.むしろ～消柴においてすら､この別のある且_むを作り出すためにこそ､

はじめのあるiA がその婆や境能を失わしめられると見ることさえできるので

ある｡もっとも. ｢生産｣がつねに何且jaかの ｢梢梁｣を伴ったのとは異なり､

｢消費｣のはあいには､それがつねに何血盟かの ｢生産｣を伴うわけのもので

はない｡原料の消粟にさいしては何らかの製品がー食物の消梁によっては労働

力か (一般的に言えば､活動力か)､生み出されるとしても､ある種の生活手

段の消柴はーたんに充足された状態しかもたらさないばあいがある.このばあ

いについては後にまた見ることにして､いまは､食物の消費のはあいをとりあ

げることにする.

尾端な例を出そう｡年輩者におなじみのポパイ浸画の筋書きパタ-ンは､強

い相手に打ちのめされているポパイか､ホウレン草を食べるや否やもりもりと

力にあふれ､たちまちに相手をぶっ飛ばしてしまう､というのであった｡ここ

では､あるiLA (ホウレン草)の消尽か他の且凸 (活力)を生み出すことと結

びついて現われる｡これをもっと普逆的な言い方になおせば､一般に､人か働

くための活動力か生み出される過‡引ま_食料などを消尽する過程と嘉島一体の

関係にある､と吉いえよう.一方のiLQl(活動力)に着目すれば ｢生産｣と呼

んでよさそうであるし､他方のiLQl(食料)に着目すれば ｢消梁｣と呼ぶ方か

ふさわしそうでもある｡

ここでも､iLQlに即する立場にこだわりつづけるかぎりーこの過程を統一的

ヒとう呼ぶべきかについての結論を得ることはできない.
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(b)過程に即して 以上の考案を通して､ ｢生産｣と ｢消架｣の概念に

ある種のデイレンマが生じたように思える. ｢生産と消菜の同一性｣などと言

って済まそうとしてみても､そのことによって ｢生産｣と ｢消梁｣と呼ばれて

いる過程の内実がいくらかなりとはっきりする訳でもなければーこ一のデイレン

マか少しは解消されるという訳でもない｡

問題は､ ｢生産｣と ｢拘禁｣のタ-ムがたんに個々のiLAについて用いられ

るだけでなく､また1つの過程全件についても用いられるところに肱胎してい

る｡そして､ある過程が一方のiL盟からすれば ｢生産｣であり他方の且jaから

すれば ｢消梁｣であるにもかかわらず､その過程か全体として一重的に､ある

ばあいには ｢生産｣と､他のばあいには r消葉｣と呼ばれるところにこのデイ

レンマか発生する基本的理由がある｡ ｢生産そのもの｣､ r生産的消襲｣､

｢消梁そのもの｣､ r渦禁的生産Jという言い方によっても､開演は解けない.

これらの表現は､一見したところ個々の且凸について用いられているようだが､

しかしいずれも過程全体と関連づけられた表現であって､2種の過程の区別か

前捷されていることは､これらの表現の仕方自体の中にすでに表わされている.

したがって､このデイレンマを解消することを考える前に､まずこれら2種の

過程の区別の根拠をはっきりさせることか必要である｡そのことによって､お
▲

なじ ｢生産｣であっても､-は ｢生産そのもの｣他は ｢消柴的生産Jと呼ばれ､

またおなじr消栄 Jであっても､-は r消菜そのもの｣他は ｢生産的洞粟｣と

呼ばれる理由もまた明らかとなるだろう｡

そこで､これら両過程のちかいはどこにあるか｡いま間壇にしている2つの

過程は､いずれもあるも凸が消崇されると同時に､それを条件として他のiLB

か生産されるということをふくんでいるのに､その両者を区別して一方を生産､

他方を消葉と呼ぶことを可能にする根拠は､果たして何であろうか｡

さきに､2つの過程かともに何iL凸かの ｢消架｣によって何且凸かを ｢生産｣

する過程であることを指摘した｡ところか ｢生産｣と呼ばれている過程と哨

柴｣と呼ばれている過程とをくらペて見ると.そのおのおので ｢生産｣される

且inにちかいのあることか分る｡すなわち､一方は直接 ･間接に人間の必要を
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満たす且41(射)を生産する過程であるにたいし､他方は､直接的な日常意蕗

にとっては､直接的な必要充足の過程以外の何ものでもない｡われわれか何ら

かの必要を充足しようとしてそのためにあるilinを利用するとき､このiL41は

利用されることによってそれ自身は消滅してしまうとはいえ､なお､あとに一

定の成果を残す｡だがtその成果は､それが肉体の生産であれ､活力の蓄境で

あれ､あるいは､一般に生命 ･生活の生産であれ､ともかくどういう形をとっ

て現われるにせよt対束的な且_むか生産されない以上､主体にとっては､直接

的な必要が充足されたという大なり小なりの満足感の中に吸収されてしまってー

生産として意誰されることはー特別に反省的なま鼓にとってでないかぎり､困

難である｡それというのも､肉体の生産にしろ､活力の雷軌 こしろ､あるいは

また生命 ･生活の生産にしろ､いずれも広い意味での主体の生産を意味するか､

直接的な日常意議においては､主体は生産されうるものではないからだ｡

日常意識において､主体はさらに認杜の対象にもなりえない以上､この過程

で注目されるのは～生活手段としての且_むが一方的に利用され消滅する姿であ

る｡かくて､この過程は消架と呼ばれる｡そこでは何且且1も生産されないので

ある｡ただ､注意しておくべきは､ここでは､iLQlがたんに形を変え機能を失

わしめられることか､洞柴ではない｡人間の欲求充足に利用されるという前提

かなければならない｡また逆に､人間の欲求充足そのことが消菜ではない｡

r且凸の利用によって｣という前提を欠かすわけにはいかない｡いずれにして

も､主体としての人間における主観のあり方 (目的意識と結びついた)と客体

としてのものの外形的変化との結びつきにおいて消葉が観念されていることを

つかんでお く必要かある｡生産のばあいも同様であって､ここでは､人間の利

用のた糾こ且凸が出現することが大切なのであって､そのために他のiL41が消

失することは付随的現象にすぎないのである｡

こうして､生産と消柴の絶対的な2分法が成立する.ある過程はつねに生産

であり､他の過程はつねに消崇である.ある過程を支配する人間の活動は全面

的に生産活動であり､他の過程を支配するそれは全面的に消貸活動である.坐

産の過程ではある且凸の生産と他の且凸の消禁が同時に現われる机 消栗の過
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程ではあるiLBの消費しか現われない｡

(C)行為詮の観点から 前項の最後に出て来た論点､つまり主件と過程

との関係については､もう少しっっこんだ検討を必要とする｡

すでに見たように､あるiLQ2(以下､ ｢財｣と呼ぶ)の生産は同時に他の財

の消軍を伴っていた.米の生産は肥料の消巽を､自新車の生産は鉄網の拘禁を､

それぞれ必要とする｡生産と消粟との間のこうした関係を､ r生産と消葉の同

時性｣と呼ぶことにしよう.しかし､いま､ある財だけをとって見ればー同一

の財か生産と肘糞の2つの過程を謹過する.米や自敷革は､たんに作られるば

かりでなく､利用 ･消尽される｡ところで､このばあいの ｢生産｣とr消費J

は必らず一定の時間的前後関係をもって現われなければならない｡つまり､生

産かつねに消崇に先行しなければならないのである｡生産と消葉との間のこの

第2の関係を ｢生産の先行性｣という吉葉で蓑現しよう｡

ある財について､つねに ｢生産｣か ｢消崇｣に先行するということは､現実

の軽過の上では.生産が消架の条件を提供しそれを可能ならしめるという形で､

洞梁を規定していることを含んでいる｡しかしそのことを行為論の親点から眺

めると､むしろ逆に消架の方か生産を規定していることか示される｡つまり主

観的意識の上では消菜が目的であり､生産行為は消菜行為のための手段を提供

するという形で､生産行為それ自体か目的たる消柴行為にたいして手段として

立ち現われることになる.かくて､生産行為の直接的日的 (つまり産出物)も､

より包括的な目的としての消柴活動によって規定されることになるのである.

この関係をいま少し詳しく見ておくならば､つぎのようになる｡特定の生産

活軌 ことっての直接の目的はある肘の生産である｡しかし､いかなる財を生産

するかは､この生産活動それ自体の中で与えられることはできず､むしろこの

生産活動のあとに続 くはずの消栗活動の性格によって規定される｡つまり､予

定されている消禁活動かいかなる肘を消宋する活動であるかが､それに先立つ

生産活動かいかなる財を生産しなければならないかを決定するのである｡しか

し､洞葉清新においてもそこで何が消崇されるかということはtこれまたそれ

自体で決定されることはできない｡消栗括軌が人間にとっての何らかの必要の
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充足過程である以上､消葉活動かじっさいに行われるに先立って､いかなる必

要をどの程度に満たすべきかか前もって定まっていなければならない｡これを

定めるのは意思行為である.それは個々の洞業行為にとっての目的を設定する

行為である｡ 1)

したがって.一連の生産 ･消菜行為の尭敵の上での出発点は､まず拘禁行為

にとってのこの日的設定である｡ついで､消菜行為か何らかの財を手段として

利用することによってこの日的を達成するものである以上､消賛行為に先立っ

て､手段たるこの財を獲得する過程か存在しなければならない｡手投たるこの

財が直接の消柴に供されるぺく天然自然に十分に存在していることか一般的で

ない以上､われわれはそれを生産しなければならない｡かくて､消菓行為に先

立って生産行為が行われることか必要になる｡そしてこの生産行為の目的は財

の産出である｡他方で､この財を産出する過程は､生産手段たる原料や境械な

どという別の財の存在とその利用を前提している｡はじめの財を第1次財､

｢別の財｣､を第2次財と呼ぶことにすれば､第2次財は第1次財を産出する

ための手段である｡そして､洞柴行為を全体として目的であるとするならば､

それに先行するこの生産行為は全体として手段である､と言える.ところでま

た､消梁行為に直接に先立っこの生産行為の手段としての第2次財も､天然自

然に十分に存在していないばあいは､それを獲得するために第2の生産過程を

要求することになる｡この第2の生産過程にとっては､第2次財は目的となる｡

事情か同様であれば､第2の生産過程はさらに第3次財を要求し､そのための

第3の生産過程はさらに第4次財を要求する､というふうにつづいていくこと

になろう.これはメンガー的意味での高次財5)へ過ることであり､ここには､

目的と手段の一連の連掛が見られる｡

この系列を今度は逆に辿ってみよう.たとえば第3の生産過程から出発すれ

ば､そこで第4次財を手段として消梁することによって実現された目的､つま

りその過程での生成物は､じっはつぎの瞬間には､主体によって第2の生産過

振に諌されたより高次の目印 甥 現のための手段に転化される｡第3の過程に

鼓されていた目的は､さしあたっての目的にすぎなかったのである｡かくては､
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第3の生産過程そのものがー第2の生産過程のための手段的 ･荘過的位置を与

えられていたことになる.ところで第3の過在の成果をそのまま手段として進

行する第2の過程で実現された目的､つまりそこでの生成物は､ついでまた､

ただちに第1の生産過程に課されたさらに高次の呂的実現のための手段として

のみ意轟を与えられる｡まったく同じ関係が､軒1の生産過程とそれにつづ く

洞葉過程との間にも成立っており､第1の過程で実現された目的､つまりそこ

での生成物は､つづく最後の消巽過程に課された日的実現のための手段として

のみ意義を与えられるのである｡これに反しー最後の消葉過程では､もはや財

は生産されず､そこで実現される目的も､もはや他の目的の手段となることは

なく､そうした意味で､それはそれ自体で実現さるべきもの､つまり究極目的

である｡したがって､第1の生産過程以下に課された目的は､この究塩目的に

起源をもち､これに従属する1系列の下位日的群を構成している訳である.下

位の過程から1段上るたびにこの一連の過程にとっての究侮日的は1歩実現に

近づ くことになるが.そのさい､究塩目的実現の可能性は､各段階ごとに生成

される事物の新たな状態､または財の中に物質化されている｡したがって各過

程をっな(一媒介的な役割をなす財の生成は､つぎの段階の目的実環への 1歩接

近を物語り､かくてそれだけ最終日的実現への接近を物質的に保証するもので

ある｡

だからこそ､主体が注目するのは､各生産過程ごとに生成される財なのであ

る｡こう考えたときに､第 1の生産過程以下か､手段が消梁されるという側面

を含むにもかかわらず､-鼓的に ｢生産｣として性格づけちれることは了解で

きるだろう｡iLinの生成消減に即してではなく､全過程を支配する主体の立場

からはじめてこのように言えるのである｡他方で､だからこそ､主体は最終の

消葉過程については.目的の実現はこれを主観的な充足感の中に解消させ_そ

れに付随する外的現象としての対象 (財)の消滅に注目して､これを ｢消葉｣

と呼ぶのである｡事態の構造かそうであるかぎり､河井過程における財の相葉

を ｢本来的な洞賀｣ー生産過程における財の生産を ｢本来的な生産｣と呼ぶこ

とは何らの不都合を生じさせるものではない｡
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かくて､この序列づけられた一連の諸過程は､はじめと昇りをもち､基本的

には究撞目的を実現するための消架過程と､そのための手段を獲得することを

目的とする一連の生産過程とに分けられることができる｡

生産と洞禁の2分法は､かくて完成する｡

(d)2分法の方法的含意 生産と消梁の2分法というのは､生産過程と

消費過程とを絶対的に分離する立場である｡この立塙によればーある過程はつ

ねに-鼓的に生産過程であり､他の過程はつねに一義的に消禁過程である｡こ

の立場がー日常経験から来る常雄的な思考にきわめて適合的であるとともに､

その範囲を1歩も踏み出ていないことは､容易に理解されえよう｡しかし､そ

れか経済社会の全体像をつかむ上で十分有効であるかどうかは､また別の問題

である｡つぎに､経済構造の把握にたいしてこの立場がもつ方法的含意を換計

することにしよう.

生産と消梁の2分法は､相継起する生産即消茸の諸過程のさいごに､消禁そ

のものの過在をもってくる｡この最後の過程では､主件の充足感の中に対象的

事物は消滅するか､あるいはもはや主体の関心をひくことのない､したがって

主体かそれをもはや支配しようとは欲しない事物に変化する｡一連の過程は､

ここで終る｡一速の過程の終点をなすこの消梁過程は､それに先立っ相継超す

る生産諸過程にたいしては目的である｡生産諸過程それ自身は､全体としては

この目的にたいする手段でありながら､その内部においては時間的前後関係に

応じてさらに手段 ･目的の連鎖をなしている｡したがって､洞菓過程はーこれ

らの手段 ･目的連餌の最後に位置しているという意味で､この全過程の究極目

的を形成している｡この全過程は､欲望から出発する以上､欲望充足で革らざ

るを得ないのである｡ところか､じっはこのことかーこの2分法にたいして､

それが再生産循環として経済の運動をとらえるさいの方法的制約を課すことに

なっている｡

この考え方 (生産と消柴の2分法)によれば､欲望として究捉目的が与えら

れたとき､一速の全過程の観念的な出発点か与えられる｡現実的出発点がどこ

であるかは､今は間うまい.とにかく､洪段にも継起する生産諸過程､日的 ･

- 239-



手段の連鎖を1歩 1歩たどっていく過程の最後に､究極目的実現の過程として

の消柴過程か位置する｡そして､-遠の全過程はここで終わってしまうのであ

る｡注意すべきは､ここには新たな過程を開始せしめる奥境が何ひとつふくま

れていないという点である.一連の過程はつねに消菜過程で蘇り､新たな過程

は､つねに､新たな欲望によって設定された目的を観念的な出発点とし､所与

の労軸力と生産手段を現実的な出発点として､その都度新たに開始されるほか

はない｡したがって､それぞれの一連の過程での生産と消葉の規模も､上限を

所与の支配し得る生産要素畳によって､また下限を欲望の大きさによって定め

られる7)｡しかも､支配しうる生産要素丑は､個々の生産 ･消菜過程にとって

は外から偶然的に与えられるものにすぎない｡一連の過程同士の間に､内的な

関連は存在しない｡こうして､日的設定に始まり日的実現に蘇るすべての過程

かそれぞれに独立したものとしてとらえられていることが､この2分法の方法

的特色の第1のものをなしている､と言える｡

生産と洞葉の絶対的2分法のもっこうした方法的特色の論理的帰結として､

この2分法にさらに第2の方法的特色を認めることかできる｡それは再生産の

把握の仕方についてである.いっぽんに､再生産をたんに生産の反覆としてと

らえるか､それとも再生産循環として把握すべきかは､それ自体で細論のあり

うるところであろう.生産と消葉の2分法の立場は.当然に､再生産を生産の

反硯としてLかとらえることを許さない｡生産は欲望充足という究極目的を与

えられたその都度新たに開始されるほかないのだ｡問題はtこうした方法によ

って果たして経済の現実をとらえうるか､ということである｡か､その点の吟

味はあとに捷ろう｡

(2) 生産 .消賛概念の新棟菓

前節で見た ｢生産と消梁の2分法｣は､感性的経験に基礎をおいているとい

う意味で､日常的な個々の経済現象を理解し説明する上ではうまく役立っとい

う利点をもっている反面､そめことか逆に､(1)生産と肘梁の概念の理論的 ･

一点的把握､ならびに､(2)経済全体の構造を見きわめる上での欠点をともな
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うことになっている｡

(a) ｢関連事物群｣の状態変化と主拝 前節で見たように､生産 ･消崇

の概念は､一見したところiLB (財)に即した概念のようでありながら､その

実､且｣a (財)にたいする人間の態度を深く映し出している概念であった｡問

題は､実在的な対象物としての且｣巴と主体たる人間との関係の仕方如何である｡

生産 ･消架の2分法は､この点で､日常的な用語法によりかかりすぎているき

らいがある｡以下､この点について反省を加えてみよう｡

これまで､私は ｢生産｣を説明するのに､財が ｢作られる｣とか. ｢洞梁｣

を説明するのに財がその形なり機能を r失うJとか､という言い方をして来た｡

読者がその説明の部分についてどれだけ納得されたかは知らない｡しかし､じ

つは､これらは同義反覆と言われても仕方のない説明であった.また､これは

一見したところ客観主轟的な表現の仕方のようでもあった｡だが､その点もま

たそうではない｡

われわれが ｢生産手段の消柴｣または ｢生活手段の洞梁Jという言い方をす

るとき､われわれはそのことによって､生産手段または生活手段という財その

ものか利用されて､その必然的な結果として､形態 ･性状を変えつつ､その財

としての鎖能を失っていく過程を表現しようとしていた｡このとき､われわれ

は滅び煙 く且の上 してわれわれの目上=畦上でし_さる財そのものに注目していたの

である｡また､われわれが､その同じ過程を別様に表現して､ ｢生産手段と生

活手段の生産｣という言い方をするとき.われわれはそのことによって､前も

って存在していた財か形態 ･性状を変えてその機能を失うことを条件として､

あれ.われのEH=新しいも_のり_世塵上見える新7>な財か生み出される過程を表現

しようとしていたのであった｡このとき､われわれは､まさに生まれいずるも

のに注目していたのである｡

ここで注意を促しておかなければならない大切なことは､ ｢滅びゆくもの｣

r生まれいずるもの｣への注目は､見る主件の脚における何らかの評価的態度

を予想しないではありえないということである.そういえば､そもそも ｢肘｣

という観念そのものか､ある客件がある主陣によって意義づけられてあること
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を含んでいたはずではなかったか｡そうであれば､その財の生成と消減は､こ

の主体にとっては当然に関心をひく出来事でなくてはならない｡

したがって､もしわれわれか意味をふくむこうした去現をとり去って過程を

まったく客拭的に表現しようとするならt ｢生産｣にしろ､ r洞栄｣にしろ､

それらの過程でおよそ一般的に認められうる事態は､事物群の状態の変化8)で

あるにすぎない｡転端にフォーマルな表現の仕方をとるとするならば､生産と

消梁はともに､まず主体の行為を原因として生じた宇宙の全存在の状態変化と

して現われる｡このうち消菜は､主体か宇宙の全存在のある状態 (U')を利

用しーそれに付ずいしてこの状態が別の状態 (U")に変わることである｡他

方T･生産は､主侍か利用できる状潜 (U')をもたらすためにもとの状態 (U)

に働きかけてこれを変化させることである｡もっとも､これらの活動は､個々

に見ればいずれも､宇宙の全存在のあらゆる部分の状態の変化をもたらすもの

ではもちろんない｡それらの個々の活動がおよほしうる影響の程度と範囲はき

わめてかざられた局部的なものにしかすぎない｡したがって､じっさいの認識

にとっては､当該活動に関連する事物耶 (以下 r関連事物群｣と呼ぶ)の状態

(D(dl,d2,-.di,･･･,dn))9)の変化としてつかめば､事足りることになるlD)｡

ところで､生産も消栄もともに､このように､開通する事物群の変化である

のだが､それでは､ ｢作る｣とか ｢消尽する｣とかとわれわれか言うのは､何

を指してそのように吉いうるのであろうか｡まず､生産のばあいを考えてみよ

う｡

播かれた種且丘か一定期間後に何十倍にも何百倍にも増えて収穫される｡そ

れはあたかも無から有か生じたかのような外観を呈L､新しいものか ｢作り｣

出されたといってよい｡だが､科学の目で見るならば.はじめの捜五島が､太

陽光エネルギー､空気中の炭酸ガス､水､地中の窒素 ･加里 ･餅等を材料に自

分自身を複製したのであって､新しい物質か何ひとつ生み出された訳ではない｡

はじめに存在していた事物群の存在の状態が変化したにすぎないのである.自

新車の生産についても申す削ままったく同じである｡地下に埋もれていた鉄鉱石

･強粘結炭､ゴム園のゴムの樹液などが自動串という形に変化したのである｡
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これらの変化は､いずれも､どんぐりの実かなり､河川における土砂の堆租に

よって岩石が形成される､といった類の変化と､その点において何ら異なると

ころはない｡これまで人間の直接的な感性的視界になかったものが新たに出現

してくることはtそれだけで人間の関心をひきつけるに十分である｡そのこと

は人間に新しい対束を提供する｡生産という概念には､たしかにこのような関

連事物群の状腰変化によってかなりに具伴的な対象物か周囲のものから浮き出

して認杜されるようになることと結びついた側面がない訳ではない.しかし､

そのことを生産の本質だと見誤ってはならない｡かなりに具体的な対象物か周

囲のものから浮き出して乗るのは､客観的にそうであるというよりは､それら

のものかわれわれに国有の感覚貴官にとらえられるようになることに加えて､

われわれ人間の利害関心の対象物となることによってである｡

生産にとって本質的な点の第1は､関連事物群の状憩が主体にとって利用で

きる状態になる､ということである｡そこでたとえば､われわれは､消栄枯iLF

の結果としての大小便の生成を､それが具体的な対象物であるゆえをもって

｢生産｣と呼ぶ､ということはしない｡放置されたそれらか腐敗していくこと

はなおさらそうである｡だが観点を変えて､それらを肥料として利用すること

を考えるとき､肥壷の中でのそれらの腐敗の進行を_われわれは熟成と呼んで

肥料の生産だと見なす｡

生産にとって奉架的な第2の点は､関連事物群の状態の変化は､たんに生じ

るものであってはならず､生じさせられるものでなくてはならない､というこ

とである｡言いかえれば､人間の行為か､関連事物群の上にあらかじめ意図さ

れた状態を生じさせるとき､この行為を生産活動､この変化の過程を生産と呼

ぶのである｡

生産活動Iか事物群の現にある状態 (D)をいま1つの意図された状態 (D')

に変化させる活動であるとすれば､生産活動が消崇活動を規定的目的とすると

いう関係がある以上～洞崇活動は､この生ぜしめられた事物群の状態 (形態 ･

性質 ･位置など)を人間が利用することでなければならぬ.現にあるに至った

事物群の状態 (D')がこの利用によってさらに変化する (一口")かしないか
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は､本質的なことからではない｡この利用そのものが事物群の状態の変化を必

要な条件とするばあいもあれば､しないばあいもある｡しかし､事物群の状態

の変化を必要な条件としないばあいでも､利用の過程で一時間の荘過とともに

事物群の状態が自然に変化したり､意図的でない人間の作用によって変化をこ

うむったりして利用できない状態になるばあいか多い｡また事物群の状態の変

化を必要とするはあいであっても､利用がその変化のすべての側面を利用にと

っての必要条件とするわけではない｡たとえ､利用にとって必然的であるにし

ても､たんに利用の付随的な結果としてそうであるような変化の側面かふくま

れるのか通常である｡ ll)

生産か事物群の新しい状態をもたらし､そのことによって多くのばあい感性

に新しい対束か提供されることは､たしかである.しかし､このようにたんに

他と空間的に区別されて独立に存在する連続せる固体 ･液体あるいは気体とし

て視覚などの対象が形成されることか.生産の必須の契機をなすのではなかっ

た｡むしろ､それは､欲望の対象として､利用の対条として､もっと普選的に

は直接 ･間接を問わず必要充足の手段たる対象として､われわれの関心の対象

となるのであった｡生産活動によって存在するに至った事物群の状態 (D')

は､まさにこの観点から眺められる｡利用の観点､これこそか目的として生産

活動を規定したものであって見れば､いまや同じ利用の観点か､目的を実現す

る行為たる消栄活動を規定することになる｡消貿括弧 こよって､あるいは硝薬

活動の行われる時間的堤通の中で､事物群の状態か変化し (→D")､反覆の

利用に耐えられなくなったとき.人びとはそのことをiL42の形潜 ･挽能の喪失

として具象的に印象づけられることになるのである｡

生産と消崇の両概念の区別がilB に即してではなく､iLBにたいする人間の

態度によって規定されることは､ r生産と消柴の同時性｣のばあいを見れば､

いっそう明らかになる｡いま､主体の行為によって関連事物群の状態かDから

D'へと変化したとする｡この行為が直接的な必要充足の行為でないとするな

ら､通常の用語法では､この過程は生産の過程である｡状態Dと状態D'とを

区別するものは､両者の自然科学的に把握しうる特性の差異に加えてーさしあ
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たっては､時間的な前後関係である.つぎに､DからD一への変化が主体の直

接的な必要充足の行為の結果としてひき蓮こされた､としよう｡通常の用語法

では､この過程は洞禁の過程である.しかし､ここでも状態Dと状態D'とを

区別するものは､両者の自然科学的に把握しうる特性の差異に加えて､さしあ

たっては時間的な前後関係にすぎない｡

おなじようにD→D'の変化でありながら､一方は生産と呼ばれ.他方は消

架と名づけられている｡このちかいは何によって与えられるのだろうか.前者

のばあいには､過程の主体たる人間の関心は､D'にある｡D'は欲された状態

である｡DはD'をもたらす条件として重要であるとはいえ､ひとたびD'が実

現されてしまえばどうでもいい｡ ｢とっとと消え失せろ !｣ということになる｡

後者のばあいには､主体の関心はDにある｡それはまさに利用の対象である.

利用の結果としてD'か生じたとしても､それはすでに彼の知ったことではな

い. ｢あとは野となれ､山となれ !｣である｡

｢生産｣にあっては生成かクローズ ･アップされ､あたかもその概念の本巣

的内容をなすかに見える｡他方 r消禁｣にあっては､利用にともなう消減かお

なじくその概念を構成する本質的契也であるかの如く考えられるにいたる｡

ついでにいえば､通常の生産概念にあっては､D'=(d't,A-2,･･･,d'王,川,d'n)

のすべての事物のすべての状態か駄せられていたのではない｡またその意味で､

認施されていたのでもない｡それらのうち利用の観点から関心をひく事物のい

くつかの状態だけが駄せられていたのであり､したがってそれらの状態の発生

だけが直接の認識の対象に入ることになる｡消栄の概念においでも.D=(dl.

d2,･･･,di.-.dn)のうちいくっかの事物のいくつかの状態だけが､主体たる人

間の利用の観点から諾蕗対象に入るにすぎない｡いずれのばあいも､人びとの

関心は､関連事物群の全体に及ぶことはなく､局限されている｡

こうして､財の生成 ･消減に注目して構成された通常の生産 ･洞崇の概念は､

関連事物群の変化にたいする主体たる人間の態度と変化そのものの客親的進行

とを分離せず､むしろ前者を後者の具体的な表象の上に仮託して両者を癒合せ

しめることの上に成り立っていることが明らかとなろう｡それは人びとの日常
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庶路に支えられたものにしかすぎない｡

くり返しをおそれずに言えば､生産および消栄は､関連事物群の状態なり､

あるいはその変化の仕方なりと特有に結びついているのではない｡それはまっ

たく主件の観点に依存している｡したがって一個同一の変化であっても､観点

によっては､生産ともなり消梁ともなる｡

(b)過程を支配する人間 一般にわれわれか生産あるいは消梁を語ると

き､したがって財について語るとき､われわれはどうしてもある1つのまとま

りをもった物質的存在をイメージに描いてしまう｡しかし､ある物質的存在か

財であるのは､それがその物質的存在だからではない｡

どの物質的存在にせよ.原子構造 ･分子構造 (一般的に言って､物質拝造)､

形態 ･色彩 ･温度 ･硬度､位置などをはじめとしてきわめて多数の属性をもち､

しかもそれらの属性のおのおのは種々なヴアリアントをもっことができる､あ

るいは種々な値をとることができる｡われわれが財と呼ぶのは､こうした多数

の屈性にそれぞれの値が特定されている､したがって特定の状態になっている

物巽的存在であって､かつそれらの属性の値の娘合かわれわれのとって利用で

きるようなものであるときである｡したがって､ ｢財｣によって有体物をイメ

ージすることは具象的なものに幻惑されているのであって､むしろ､ものの盆

地こそか､そのものに戯たる性質を与えているのである｡

だから､生産ということは､形あるものを作り出すことかその本来の意在で

は決してない｡われわれの利用しうる詰属性の値の集合を生じさせることこそ

が､その本葉である.消柴にしても同じことである｡われわれはiLQlを消架す

ることによってiLA を無くしでしまうのではない｡ただ､その且｣むの諸属性の

特定の値の典合を利用するだけである｡ ｢利用する｣ということをもっと厳密

に表現すれば､洞葉の主体たる人間が､その精神および肉体に関して駄せられ

た特定状態を生せしめるためにこれらのiL92の諸属性の特定の値の集合をそれ

の原田たらしめようとすることである｡

こうした事態を-史的に把握しようとしたのか､ ｢関連事物群の状態変化｣

という概念であった｡一方の側における事物の変化と他方における主体による

- 246 -



それへの意表づけがあって､はじめて生産 ･洞柴という概念か成り立ちうるの

である｡これによって､生産と押葉をめぐる主体と客体とのあいだの区別と関

連とか明確になる｡

ところで､ ｢関連事物群｣と主体との関係についてはもう1つ別の問題かあ

争｡本項はその間題の解明を課題とする｡

関連事物群の特定の変化の過程そのものが固有に生産であったり洞禁であっ

たりするのではなくて､生産 ･消栗という意味づけが主体によってそれぞれの

過程にその都度与えられるという関係かt上に示された｡しかし､このことは､

何も主体がつねにこの関連事物群の変化過程の外にいて外部からこの過程を利

用するのだ､ということを意味しはしない｡主体はみずから関連事物群の変化

過程の中に入りこむことかできる｡あらかじめ注意しておけば､そのことは同

時にー他面でみずからを客体化することでもある｡そこから､っぎには主体と

しての人間と客件としての人間との分敵の可能性が生じることになる｡

まず､生産について見よう｡いま､人間ではない事物 dlか存在していて､

それを稀いところに上げたとしよう｡dll→dll'の変化か生じさせられたので

ある (下つき添字の2番目の 1は､この時.耗さを意味している)｡それか直

接あるいは同棲に人間の必要を満たすための行為であるかぎり､この行為をそ

のまま独立した生産と見なしでもいいか､そのことに抵抗があるならば､これ

はもっと複雑な生産工程の一部をなすものとしての生産行為であるとしてもよ

かろう｡いずれにしても､この行為か生産の質をもっていることに変りはない｡

しかし､d11→dll'は､このとき生じた変化のすべてを表現してはいない｡

なぜなら､高さの変化と､同時に少なくともdlのもつ位置エネルギーの変化が

生じているはずだからだ｡これを d12-dt2-(第2の下つき添字の数字2は､

位置のエネルギーの保持畳を意味する)で表わそう｡ところか.エネルギー恒

存の法則を考慮に入れるならばtdl2'と d12 との差､つまり dt2'か新たに得

た位置のエネルギーは､他の何ものかが失ったものでなければならない｡全宇

宙から見るならば､エネルギーは新たに生まれることも､また失われてしまう

こともあり得ない｡ただ移動がありうるだけである｡したがって
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においでさえも.これに開通して生じた変化のすべてをっくしていないどころ

か､重要なものが欠けていることになる｡表現を､したがって認識を完全にす

るためには､エネルギーを失ったもの (いま 由 とする)をこれに書き加える

必要がある｡つまり､

(:.I::22)→(::三::22,)
d12-d12'=- (d22-d22')

こうしてはじめて､dlの位置の変化を起こさせることに直接に関連した事物群

の変化の主要部分がつかまれることになる.

このばあいに､d2か曹電池であって､これでモーターを退転させてロ-プ

と滑車で dlを引き上げたと考えれば､これらはいずれも関連事物群の仲間に

加わワ.経過的にはこれらの事物の状態は刻々に変化する｡しかし最終的には､

モ-ターのベアリングやロープなどの磨耗か生じるにしても､し九は1回ごと

には目立つほどでなく､もっとも顕著な変化は蓄電池の電位の変化であろう｡

これは失われた (客観的に見て､そこには存在しなくなった)電気エネルギー

を表現している｡これが意味を付与される前の関連事物群の変化の客観的な表

現である.

それでは､これに意味を付与する.とはどういうことか｡いま､この式で､

dtが杭打ちのハンマーであるばあいと､屋根がわらであるはあいとの2つを

考えよう｡いずれのばあいも､客観的な表現は同じ形をとっている｡しかし､

主体がこの過程にたいしてもっ関心のありどころは異なる｡主体にとっては､

前者､杭打ちハンマーのばあいには､位置のエネルギーを獲得することが､し

たがって (d12-dl2')の変化が問題であるにたいして､後者､屋根かわらの

ばあいには､所定の高さに上げることが.したがって (dll→dlt')の変化が

大切である｡だから前者のばあいは､杭を打ち込むのに必要な位置のエネルギ

ーを獲得できる布きにまでハンマーは引きあげられ､後者のばあいは､所定の
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高さにもちあげられ～その結果としてそれに腰応した位置のエネルギーを得る

ことになる.過程にたいして主体が与える意味づけは､両者のばあいではおた

がいに異なるのである.しかし_この意味づけ自体は､それなりに特別の轟記

法を用いないかぎりー上の表現の中には出て来ない.こうして､意味づけは過

程の外から与えられる､と言っていいようである.

だが､そのように言い切って済ましてしまうと誤解を生じるおそれかある｡

たしかにこの過程はまったくの自然現象として推移していると言ってもよかろ

う｡しかし､そもそもこの過程の生担そのこと､さらに､dtl'または dl2'の

値は､自然の確辛に支配されてはいない｡この過程を生起せしめたのは主体の

意思であり､d11'または d12'の値は主体によって目標値として与えられる揺

かないものである｡こうした主体の関心と意思かなければ.この過程は最初か

ら存在しなかったはずである.だから､すでにある過程にたいして人間か関心

をもち､あるいは目的を与えるのではなくて､人間の関心なり目的なりか前も

って存在していることがこの過程の生起の条件なのである.この意味で､これ

までの式のうち､目標たる状態を明示するために当該記号を四角の枠で囲むこ

とにしよう｡こうして､dlかハンマーのときは､

(::鳥 →(品 :22･〕

また､屋根がわらのときは､

(:1.∴ 2ト (管 :22,)

･･･-- - ･･･-･･･-･- --(3)

････････---- ･･--･--(4)

として表現される｡これによって過程を主導する目的か明らかとなる｡

ここで一言注意を促しておかなければならないことかある｡ハンマーが位置

のエネルギーを捧持 (d12')することに付随してある高さに達する (dll')こ

とは､これといった問題はないにしても､屋根がわらをある高さに持ち上げる

ことに付随してそれに照応した位置のエネルギーを領得することは､もしこの

かわらか落ちたばあいに割れたり通行人を佑つけたりする催事か高まることを

意味している｡しかし､上の考寮はさしあたってこのことを無視して成り立っ
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ている｡つまり､上の考矧 ま個々の行為を切り離して単独に扱っているのであ

って､いわば1つの目的に対応して1つの主体を定立しているのである｡した

がって､その主体は抽象的な主体である｡それは､目的の実現に付馳する詩結

果によっては何の影響も受けず､それらにたいして中立である12)｡

(C)生産過程内部での人間 ところで､生産にたいする主体の関わりは､

ある過程の中に目標を設定することによってそれに ｢生産｣という性格を付与

するにとどまるものでないことは､当然である｡つぎに.主体はこの日的を実

現しなければならない｡そのためには､この過程を現実に進行させなければな

らないのだ｡この面での主体の役割は､さしあたって2重のものとしてとらえ

ることかできる｡その1は､過程全件の詰監督の役割であり､その2は､過程

進行の起動力の役割である｡

第1の役割について｡ハンマーに特定の値の位置のエネルギーを与えるとい

う目標は､それか目標であるかぎりたんに主体の想性の中でしか存在していな

い｡これを実現するためには現実に関連事物群の変化の過程を進行させる必要

のあることはいうまでもないが､しかし､じつはこの段階では､附連事物群そ

のものかまだ実在的な関連をもって形成されているのではない｡必要な出力を

もつ蓄電池とそれに連結されたモーター.さらに滑車やロープなどが､所定の

技術的要件を満たすようにおたかいに関連づけて配置されなければならない.

この配置を企画し実現するのは主体である｡しかし､このとき彼の認砧の中に

入ってくる開通事物群は､彼の定立した日的 (棟合目的であってもよい)に規

定されて､東夷に開通して変化する事物群よりもその範囲か狭いのか通常であ

ろう｡それはともかく､彼はついでスイッチを入れるなりして､この変化過程

を現実に進行させるとともに､ことの成否を見守って現実の過程をコントロー

ルすることになる｡この役割において主体それ自身は関連事物群の中に入るこ

とはないだろうか｡蓄電池を運んだり､ロープを結びつけたり､スイッチを入

れたりなどの行為は､関連事物群の状態の変化を直接にひき起こすものであり､

主拝は､この面で (第1の役割において)当然関連事物群の中にふくまれなけ

ればならないように見える｡だが結論を急ぐ前に､主体の第2の役割を見るこ
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とにLよう｡

前述の式に帰って､たとえば(3)式において dlr(r=1,2)の変化の原因をな

すものは～d22 の状態であった｡原田は､それに対応する悪果か目的としてつ

かまれるという関連の中では､手段となりうる.(3)式のばあい､d22は､目

的である d12■の状態を実現するための手段である｡充電状態にある蓄電池が､

位置のエネルギーをもったハンマーという目的の手段となっている.

ところで､いま昔奄池の電力の代りに人力を用いてハンマーを引き上げたと

したらとうなるであろうか｡このとき d2は人間の活動力一般となり､d22 は

それのエネルギー支出可能レベルを表示するものとなる｡電力の代りに人力を

用いることは､エネルギ-発生 ･伝達機構や､瞬間的な出力や持庶性などの点

で差異かあるとはいえ､一方のエネルギーを他方の位置のエネルギーに変える

という基本的な原理においては､何ら異なるところかない｡人間の活動力がこ

こでは物理的な手段となる｡狭 く限定すれば､労触力か手段となっていると言

ってもいいL.広 くとれば人間が手段となっていると言ってもかまわない｡開

通する範囲で必要最小限にしぼっていえば､労助力という表現で十分間に合う｡

というより､むしろ､ r労助力｣という概念かもともと人間詰能力のうち生産

に役立っ請能力を流合して考えられたものであった13)｡ともかく､この例に

おいて､さしあたっては労助力か生産における直接的な手段となっている｡労

働力と蓄電池とは､ここでは相互に完全に代替的である｡労助力は関連事物群

の中に-構成要素として組み込まれている｡

しかし､人間自身の物理力をこのようにそのまま利用する生産過程は､現代

ではしだいに少なくなりつつある｡ハンドルの操作とか.計器の読みとりと結

びついたスイッチの開閉などの労軸が､現代労噺の他方の瞳でしだいに増大し

つつある｡こうした労肋を行なう労働力を関連事物群の中にふくめて撃辞しう

るかどうかは､1つの閉演である.ここで.主体の第1の役割を論じたさいに

残したのと同じ問題につき当ることになった｡

岩窟的にいえば､技術的に見て装置 ･機械なとによって代置され上丘労働は

すべて関連事物群の中にふ くめて客件的にとらえて構わないだろう｡というこ
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とは､いかにA皿凸労髄であっても､他の装置 ･機械などによってとって代ら

れうるかぎりにおいては､機能の面で､所詮はそれらと異なるものではない､

ということを意味している｡しかし第1の役割を換許したさい問題にした請労

軌 ま､いずれも一見他の也相などによって置き代えることが可能に見えるが､

事物群の関連の仕方､あるいは配置そのものを決めることは､主体のみかなし

うることであって､たんに技術上の観点からだけでも一義的に決定しうること

ではない.そこにはさらに､経済性の考慮も当然入って来よう｡したがって蓄

電池を運んだり､ロープを何にどんな風に結びつけるか.いつスイッチを入れ

るか､などを決定し､指示する行為それ白棒は､関連事物群の変化過程の外に

おいたままの方か適当であろう｡

こうして､第1の役割を考察したさいに例示した詩行為は2つに分れて､純

粋に計画 ･指示の仕事の部分のみか第1の役割として残る｡それらは単にシン

ボルを通じてのみ現実の過程と抑傭をもっものである｡浅りの部分はむしろ第

2の役割の中へ入っていく｡主体が過程の中に入って関連事物群の一要素とな

り､その意味で自らを手段とするのである.

さて､まとめていえば､生産にたいする主体の関係は､3つの局面に分れる｡

第1が､目標を設定することによって､関連事物群の変化過程に生産という性

格を与えること､第2か､関連事物群の変化過程の現実の進行を企画し､調整

すること､第3か.過程の現実の進行の起動力となること､である｡

しかし､この第3の局面においては､なお若干つけ加えるべきことが残され

ている｡この第3の局面において､主体の行為か他者または装置 ･機械などに

よって置き代えられうることはすでに見た通りである｡したがって､たとえそ

れか主体の行為として行われたにしても､そのとき主体は自らを手段としてい

るのである｡自らを客体化しているのである｡とすれば､この役割は圭件にと

っての本質的なものではないことになる｡だが近い将来において､まったく人

間抜きの放械だけでこの役割が連行されると期待することは難しいようである｡

したがって､しっさいには生産過程の主体かみずからこの役割を遂行するはあ

いと､他者をしてこの役割を遂行せしめるばあいとかあろう｡他者をして然ら
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しめるばあいには､この他者はたとえ ｢生産｣過程で活動する人間であるにし

ても､けっして ｢生産J過程の主体ではありえない｡主体と人間とはー概念の

上で明確に区別しておかなければならない1り ｡

(a)消費過程内部での人間 ｢消葉 ｣と呼びならわされている局面ではt

一見したところ､主体はむしろ直鼓に関連事物群の中に入りこむように見える｡

というよりは､この局面で開通事物群の状態に与えられる目標値は､過程の主

体と考えられた人間そのものの特定の状態を指定するものに他ならないはずで

ある｡ただし､この特定の状態というのは､決して主観心理的なそれではなく､

むしろ客観的にとらえうるそれでなくてはならんぬ｡とすれば､関連事物群の

変化の因果関係も合理的にとらえうるものとなっているはずである｡

主体の空腹の状態を満腹の状態に変えるためには､食物が彼の胃袋の中に納

まらなければならない｡このとき主要な関連串物群の動きは､おおざっぱにつ

ぎのようになる｡

いま､D=(Jm ,dll)であり､かつ

zql･=人物 1号 zn1-人物1号の胃袋の状態 (a-･空腹､b-満腹)

dl･･･食物 dll.･･食物のある場所 (α-食卓上､β･･･胃袋の中)

とすれば.

D→D'の変化は

(a,Sil)I (田 ,β)

なる値の張合の変化として表わされる｡G]ヵ咽 指された状態であ｡_-[IqL.i.州
用される状態である｡前者は主体のとっての目的であり､後者は主体にとって

の手段である｡

気温が低いとき､衣服によって体温を一定に保とうとするはあいは､つぎの

ようになる｡

D= (zdll,dll,d21)とし､かつ

h1-人物 1号 ml1-人物1号の体温

dl-大気 dll-大気温

d2-衣服 d21-衣服の状態 (a-まとわれている､b･･･まとわれ
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ていない)

のとき､

D-D'は､たとえば

(36.5℃,10oC烏])- (匡 :亘≡E],loo°.a)

という値の典合の (不)変化として示される｡･ここでも 口 で囲われた状態が

指定された状態であり､こ-1内の状態がそのための手段たる事物の状態である｡

ここではJ/_a-].なる状態が無ければ､Jnlは低下するはずである｡主体の状態を

恒常に保つことが､この過程にたいして主体が与えた意義である｡

ここで ｢消崇｣における主件の問題について触れておこう｡いまのはあい､

いずれも主体における状態の変化か (あるいは不変化が)他の事物の変化 (あ

るいは不変化)によって生ぜしめられることが意図されている.そのかぎりで､

過程そのものの中では主体か客体化されていると言えよう｡別の言い方をすれ

ば､過程の中で変化 (または不変化)させられる人間と過程を意図して進行せ

しめている人間 (したがって主体)とか､一散している｡しかし､それかつね

に-鼓しなければならない､ということはない｡たとえば､赤ん坊に衣服を着

せるとき､体温を恒常に保っという効果を享受するのは赤ん坊であるが､その

過程を意図して進行せしめるのは親または一般に保護者である｡意維不明の病

人に栄養を補給するのは医師または家族であるにしても､その効果を享受する

のは病人である｡これらのばあい､ ｢消紫｣の主体ははたして誰であるのか｡

｢主体｣という概念が意思能力をもって過程を支配し進行せしめる力をもって

いる人をさすものであるかぎりt赤ん坊や病人でないことは明白のようである｡

さりとて､いまのばあい赤ん坊や病人でない主体が ｢消賛｣をしているとは､

通常のしたがって2分法による消栄の概念からしても言いにくいことである｡

いまの例を､意識はあるか力の衰えている病人に食べさせてやるばあいと､薄

着で塞がっている子供にコートを1枚与えるばあいとして見ても､事情は同じ

ことである｡常蔭的な観念からすれば､食物を腹におさめる病人やコートを着

る子供か r消架｣者だということになろう｡しかし彼らかいかに欲求の主体で

あっても､その食物やコートを自分で支配していないために､その ｢消釆｣の
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過程を自分の意思でじっさいに生起せしめることかできないとき､いかにして

彼らがこの ｢洞梁｣過程の主体であると言いうるのであろうか｡

こうして関連事物群の一構成要素として過程の中に入りこむ人間と過程の主

体とは必ずしも-敦しない｡ある人間か手段を支配しており､そのことによっ

て過程を支配する主体となり､その過程の目的を他の人間の状態の上に設定す

るのと対照的に､他の人間は､その過程の中では1つの事物､1個の客体とな

っており､いかに欲望の主体として行軌してみても､所詮､馬が飼葉桶の飼葉

をむさぼり食うのと変りはない｡

｢消繋｣ということをたんにA皿か何ものかを享受することと定丑する157

ならば､それはそれでよかろう｡しかし同時にかれか常にその過程の主崖であ

るはずだということをふ くめようとすると､いま見た点で困難が生じよう｡生

産のばあいも同様であった｡ ｢生産と消貨｣の絶対的2分法は､この点にはす

こぶる無項潜である｡

(3) 再生産循環における生産 ･消巽

(a) ｢関連事物群｣の状態変化の一府的表現 これまで見て来たところ

では､ ｢生産｣といい､ r消栄｣といい､それらの過程を客観的に眺めれば.

いずれもFn]述可f物郡の変化であった｡しかしそれらが単なる自然過程と異なる

ところは､これらの変化かいずれも､現にあるかあるいは放置したばあいにな

るであろう状態から意図された状態への変化である､という点である.これら

はつねに人間の意図をふ くみ､かつその意図を実現するためにつねに人間の行

為をともなっているのである｡

このことは2つのことをふくんでいる｡その 1つは､この変化過程かつねに

人間のための変化過程だということである｡ある弔物の変化か人間の.+.:めのも

のでありうるた桝 二は､この事物の変化か人間の†別にそれに対応する何らかの

変化または不変化を呼びおこすことか､必要である｡そのさい､人間における

変化としては､位置とか生理的状態とかの客観的につかみうる変化のほかにま

ったく主観心理的な変化もありえよう.けれどもわれわれか関心をもっている
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のはー事物の変化とのあいだに何

らかの意味での恒常的な因果関係

16)か成立しているばあいだけで

ある｡こうして､まずこの面から_

変化する関連事物群のなかには.

その 1構成要素としてつねに人間

かふ くまれでいなければならない｡

人間の意図はけっきょく人間の土

に_集現せらるべき重囲なのである｡
第 1回 労働力と生活手段Q)再生産循環

ここでいう開通事物群の変化が

自然現親の変化と異なる点のもう1つは､これが､つねに人間によってひき起

こされる変化だという点にある｡人間はこの変化過程の第 1原田である｡それ

は過程の外にあるわけにはいかない｡かくてこの面からも､人間は過程の現実

的な担軸力として関連事物群の 1つとしてその中にふ くみこまれなければなら

ない｡いずれのばあいも､関連事物群の中にふ くみこまれた人間と過程全体の

主体とが同一人物であるかどうかは､このさい問うところではない｡関連事物

群の中に入れられた人間は､目的としても手段としても､客体としての人間で

ある｡

こうして､関連部物群の変化を一般的に表現すれば､つぎのようになろう.

皿i -人間 dj ･-その他の事物

恥一･-人間の状態 djr-･その他の堪物の状態

とすれば､

D= (刺, E I2 ,-.,di,･- ,dp,dl.如 , ･ ･･,dj.- .dq)

LnlL)21- Zml- mpZ alld2t-.djl･･･dql

b12D)22- Di2- E]p2 d12d22- dj2- dq2

J)trA)2l-- 加,- Jdpr dlrd2r- djr･･･dq,
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LmInD2n- m - a,n dlnd2n･･･djn- a.n｣
変化は､結括的には D-D'-D''･+ - - として､個別的には､それぞれ

E)i,一 mr'→EHr"→ --･ および dj,→djr'1-djr"一 ･･-･ と表現できる｡

主体が巽東すべき状態は ロ で､そのために利用すべき状態は ::_-.三で､それ

ぞれ囲んで示すことにすれば､盗括的には [-_a_-1→匝 ]で表わされる｡その中

身をタイプ別に示せば､

(2)

(
｢~~~:JElい
Ien9当ー(品dju)

(3) (TIm_:!Lj,批 9) - (田i,',亡壷ヨ)

(4) (巌 , mk｡,ld-_;:UIL)- (皿h',回 ,dju')

(5) (こ巌 ,dju)- (Eh,I,[亘;ヨ)

(6) ([DIiIrIj,[_ii;.!,dlv)- (a;r'･dju'･匝∃)

(T･1)

(T･2)

(T･3)

(T･4)

(T･5)

(T･6)

ここで目的として実現されたものが､つぎの瞬間には手段とされて新しい目的

案現のために利用されることは､一向にさしつかえない｡

このように整理 して来たとき､伝統的な立場が好んで用いる生産と洞栄の2

分法は.上述の各タイプとどのように関係するであろうか｡ 1つのや り方は､

過程の目的か人間の状態の上に設定されている (T･1.T･2､T･3､T･4)か､人

間以外の事物の上に設定されている (T･5､T･6)か.によって生産と消紫を区

別するや り方である｡これによると､前者か消茨で後者が生産となる｡これは

至悔明快なや り方なので､首尾一BrLで用いられさえすれば､それなr)に生産

･消･#の概念は明確になるか､即物的な概念として 1つの トー トロジーをふく

むため.認識用具として新たにこの概念を甜出すべき悪玉は認められない｡何

よりも､目的をもって行為する人間の営みとしての経済過程の分析にあたって

の有効性には限界がある｡

もう1つのや り方は.ある過程で実現された目標か他の過程で手段として用

いられることを予定されているかどうかを判別基準とするや り方である｡これ
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によると､愚策目的の実現過程だけが消粟であって､それ以外の下位目的の実

現過程は生産である､とするものである｡この考えでは､

t亘一国 1g
において､はじめの過程か生産で､つぎの過程が消紫となる｡この第2のやり

方は､ある欲求充足を究提目的と見てそれを消巽と呼び､そのための手段獲得

過程を手段的なものとして生産と呼ぼうとする｡したがってこのや り方は､そ

こに1個の完籍した行為系列を見ようとするものである｡しかし､生産 ･摘果

という､毎日の人間生活の中で不断にくり返し営まれる行為過程を､このよう

に生活全体から切り離して独立した1系列の過程として考察することは､一姫

的に許されることではない｡もちろん､非日常的な行為を問題にするときとか､

たとえ日常的な行為であってもそのある特定の側面の理解にとどめるかぎりは､

それでもよいばあいかあろう｡だが一目的なり手段なりという性格は､事物な

.り行為なりそれ自体の属性ではなく､人間かその前便それらに与える役割に他

ならなかったはずである｡同一の事物なり行為なりがそれ自体で､目的である

とともにつぎの瞬間には手段ともなる｡もはやいかなる意味でも手段とはなり

得ない究極目的は.究極目的というものの性格上､そういくらでも定立される

ことはできないはずである｡

(b)再生産循環における労助力の生産と消架 このことをまた別の面か

ら展開すると､つぎのようになる｡究極目的の存在の仮定は､他方の庵に究塩

手段の存在を要諦する｡究極手段は､行為の主体としての人間にとっては外か

ら与えられる他ないものである｡かくて消貿 ･生産における一連の行為におい

て､究穐手段は土地と天然資源と人間の労他力とである｡土地と天然資源を究

極手段とすることは､よい｡それらはまさに人間に先立って存在しており､人

田‖ことっては白熱 こよって与えられる他ないものだからである｡だが､労助力

はどうか｡

いま労鰯力を究瞳手段と号えるなら､労働力もまた全 く自然によって与えら

れるものとしなければならない.そのことは､労肋力の生成を全 くの自然現象

と見なすことに行きつかざるを得ない｡だが､労軸力は､人間が食べ､者､眠
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り､あるいは生み､育て､教育 ･訓練を施すことによって生じて くるものであ

る｡それは人間の合目的で意鼓的な行為の結果として生じてくるものである｡

労働力の生成を自然現象とする考え方は､ここで､食 ･衣 ･住 ･生殖 ･育児を

たんなる欲求充足行為として自己目的とすることによってはじめて成り立っ｡

労働力はこれらの行為の悪果として自然に生成されている､とするものである｡

これらか欲望に導かれて営まれる行為であることは否定できない｡だから､古

代ローマの美食家たる貴族たちは､東西の珍味によって院をふくらますことを

駄せず､ただ舌で味わうことのみを欲したが､胃袋の大きさの制約につきあた

り､これを脱せんとっいに吐渦重を用意していた､と言う｡かくて胃袋の大き

さに関わりなく､彼らはあらゆる山海の珍味を満喫し持たといわれる｡生殖に

しても同種である｡愛の音び､性の楽しみを妊娠 ･出産ということから切り離

して独立に追及するためt避妊か行なわれる｡

だが､こうした面から食 ･衣 ･住や子供を生み ･育てるということをたんに

欲求充足の過程としてだけ眺め､全 く自己目的的なものだとしてしまうことは､

事実に合致しない｡さらには､労助力の育成を全く自然生成的なものとするに

至っては中英を謹いるものとさえ言わねばならない｡少なくとも､労働力の育

成に欠かすことのできない教育 ･訓練をそれ自体で自己目的的なものとする訳

にはいかないことくらいは､詮にとっても明白であろう｡食 ･衣 ･住にしても､

それらかいかに欲求に導かれるものとはいえ､人間の活力を作り出すという結

果を生じるという因果関係は､証しもこれを十二分に知っている.その認責削ま､

撒くために食べる､働 くために眠る､という行動に容易に転化することも､ま

た経験的な事実である｡ "腹か減っては戦が出来ない"という諺､ "明日の仕

事はきついから今夜はよく眠っておこう"といったよく見られる行動パターン

かそれを示している.労働力個体について見ても､ "産めよー増やせよ"とい

うかつてのスローガン (もっとも､このときは軍事力としてだが)に､今では

児童手当などに見られる出産奨励策に､子供を労働力としてつくる意図が見ら

れる｡また複雑な要素をふ くむけれども､1人 1人の子供に高度な教育を与え

て優秀な労働力にするために子供の故は減らす､という行動の仕方の中にも､
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屈折した形ながらー子供を生み育てることを～労助力生産とする意織を読みと

ることかできよう｡

もちろん､私は ｢押葉 Jと呼ばれる清新がそのまますべて ｢労働力生産｣括

斬だと吉おうとしているのではない｡ただ､洞巽は洞賢であって生産ではない､

とする2分法の粗雑なトートロジーは否定されなければならない､とするので

ある｡

こうして ｢消崇｣の中で労働力の生産か行われるとすれば.再生産は財生産

の反厘としてではなくー労働力と財との再生産循環として画くことが可能にな

る (第1回)｡この再生産循環の軌道上では､消架と生産はつねに同時に現わ

礼 (｢生産と消梁の同時性｣)tかつある財または労助力の甜菜に先立ってそ

れの生産か行なわれる (｢生産の先行性｣)17)ことになる｡ここでは.串る

特定の過程を ｢生産｣､別の特定の過程を ｢消崇｣と一錠的に名づける必要は

なくなっている.ここではまた究梅目的は存在せずー究橿手段として天然資源

(土地をふくむ)があげられるだけである｡もっとも､ ｢消葉Jの中で労助力

の生産に結果しないものもあり､これを-轟的に r洞巽｣と呼ぶことは､当然

許されよう｡それは.この再生産の軌道外に飛び出していく｡

ともか(､こうした循環において再生産を把握すること､これか理論的にも

現実的にも事態の其相に迫る方法である｡1回の消栗ごとに究極目的が定立さ

れておりtそのために長い目的 ･手段の一連の鎌が用意されるとする考え方は､

事態の一面をしかとらえていない. ｢消梁 ｣にも労働力の生産という目的を意

識しつつなされるものかあり､このため ｢消巣｣をっねに究極目的とする訳に

紘.いかないのである｡またこの考えでは､そもそも手段としての労働力は幸

運にも存在するものであって.その丑 ･柴をコントロールすることなど思いも

及ばないことになる｡反履される生産規模は不確定である.これにたいし､そ

の他の生産要票とともに労軸力もまた生産されるものだとする再生産循環にお

いては､その再生産の規模は先行の循環によって歴史的に規定される.

伝統的な考え方でも､たしかに物的財のみについての再生産循環の把握がな

い訳ではない｡しかしtその循!削ま､第1に頑環地点にたいする内的動因をも
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たないし､第2につぎの循環規模は先行の循環によって上限を画されているの

みで､実質的には不確定である｡労働力の再生産循環か物的財の再生産循環と

重なり合うことによってはじめて､再生産の循環が必然的なものとなるし､循

環規模も､その先行の循環によってたんに上限を画されるだけでな く､その下

限が与えられることになるのである｡

少なくとも-社台全体についての消栗と再生産を問題にするとき､反復とし

ての再生産ではなしに循環としての再生産という再生産把握の必要性は明白で

ある｡もしその時々の自由に定立された欲求にしたがって生産か行なわれると

するならば､当面の欲求の充足はこれを行ない得ても､次期の生産を行なうた

めに必要な貫 ･丑の労働力の供給は偶然に庶らざるを得ない｡次期の生産の予

想ないし計画があり (個別的であっても)､それに合わせて ｢消貿J請軌が行

なわれることによって､必要な労働力か供給され､はじめて社会的な再生産は

進行していく｡次,qの生産は､また次期の消栄の予想なり計画にもとずいてい

る｡かくて､ ｢究短日的｣は無限のかなたに押しやられt生産なり消栗なりを

目的とし手段とする考え方はその意味を失う｡代って､目的でもない手段でも

ない生活か､事実としての生活か現われて来る｡それは生産をも消葉をも内包

している｡

とはいえ､こうした再生産把櫨の意義を全面的に展開 ･披討することは､本

章の課題ではない｡本章はただ伝統的な ｢生産と消柴の絶対的2分法｣の批判

に必要なかぎりで､この概念を提示したにとどまる｡

* 本 章は､ r生産と相葉の概念の再検討 一 財と労働力の再生産循環｣r経済論集J

(関西大学)26(2)､1976年9月､として発表したもの､ほほそのままである.

1) 荊構正立 r労働力そのものの対束性｣r名城商学125(4)､1975年12月､を春原.

2) xar】Marx,GrwdrissedeTXritikdeTDOlitischerlOkonoEDie(Roh由tvurf.18

57-1858),Dietz.1953,S.14-15.

3) この2分法は､たとえば､宇野弘蔵氏か生活手長商品価値の労他力商品価値への

移志を否定するさいの論理的前珪となっている. r生活費科は労触者の生活のため

消宍せられるのであって､これを原料として.労働力か生産せられるわけではない｣

.この命題の証明は与えられていない.宇野 ｢労助力なる商品の特殊性についてJ
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(1948) r著作典J第3番､岩波書店､1973年､487ベ夢.

り 当然のことなから,この目的設定も､生産活動の詰能力にたいする予想によって

制約される.

5) carユNEnger.GrundsatzedeTVolksvirtschaftslehre,1871,1esC印,ら.2.(Ge

saJmle王teWerke,Bd.1.hrsg.Y.F.A.Hayek.1968)､安井琢磨訳 r国民撞済華

原理J日本評論社.1937年.

6) ｢荊次一一低次Jの表現が､財のばあいと目的のばあいとで逆方向になっている.

7) といっても､後者が事実上前者を上迫ることは_十分にありうろことである.千

のさい､当然､現実的な制限が優先する.

i) 変化の状態を具体的に表現するとしても､そのために用いられる用語は,おそら

く物理学 ･生物学のタームの範囲に限られ､少なくとも意味をふ くむ嘉現はとられ

ないことになろう.しかし､この点､なお換計が必要である.

9) di=(dH.dt2,･･･.dH,i...din)ここで､iは事物の名称を､rは事物の状態の種

類 (たとえば､荊さ･温度 ･回書 など)をさす.

10) 何を ｢関連事物群｣の中に入れるかの判定は､必ずしも簡単には行なえない.

Zl) たとえば､クーラーか室内の空気を冷却するに伴って､也輔の運転にi:る騒音か

生じたり.故輔のベア)]ンデか磨耗したり､などの付姐的な変化がひき起こされる.

12) 具体的な主体としての人間のはあいは､このようにはならない.また公害問題も､

行為論的観点からのこの文脈で説明できる.

13) 高橋正立 ｢労働力そのものの対束性｣r名城商学125(4)､1975年12月､34ぺ,?.

14) この点を正しく指摘したものに､金子甫 ｢生産者と生産物の所有者との同一性 -

マJL,クスの生産概念の批判 - ｣r経済草笛典J (桃山学院)12(4)､1971年3月､

かある.340ぺ,;春原.

15) 一言注意しておけば､この立場からは､奴隷制下における奴隷の再生産と､資本

制下の労軸力の再生産とを区別できなくなろう.

18) 確定的な因果関係でも種牛的な因果関係でも､よい.

)7) 本章､236<Jj=参照.
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第 2 章 イ匡l 体 ･ 家 庭 ･ 社 会

- ｢家 庭 ｣ の 経 済 的 構 造 -

(1) は じ め に

現代を特徴づける顕著な事実であるとともにー将来にもわたって社全件制の

如何を問わずますます強まることが予想される現象は､自然と人間との社会化

の急速な発展である｡

ここにいう社会化とは､人間同士の種々なレベルでの諸関係か自立化して､

それが､人間および社台をとりまく外部環境としての自然と､個々の人間の内

部的な生活そのものとを､ますます自己の支配のもとに組み入れつつある事態

をさす.このようにして組み入れられた自然と人間とをふくめて､ ｢社会化｣

という吉葉で呼ぶことにすれば､上の事態はー社全体の肥大化と表現し直すこ

ともできよう.

自然と人間との社会化または社全体の肥大化は､主として生産活動を媒介と

して進行する過程であり､いまや自然の諸過程および人間の諸活動は､ますま

す強 く､社会的再生産過程の話部分を構成するようになって来ている｡しかし.

社会化がそのもたらし得る多面的な帰結についての轄体的な認識を予め持っゆ

とりもなく急激に進行するとき､社食とそれらとの間に多 くのあっれきか引き

起こされる.それは社全体内部の矛盾として現われ､社全過程そのものの進行

を困難に陥れる.熱 こ､環境破壊が､一定のタイム ･ラグを伴いつつも､社会

的再生産過程の､ひいては人間生活そのものの順調な進行を阻害する事態を生

じさせている｡他方､個々の人間の生活もーますます多 く社全過程の中で営ま

れーますます強 く社会に依存するようになり､個人の領地は次第に失われつつ

ある｡ブライヴ丁シーをめぐる攻防､ "管理社食"とそれへの反抗は､このこ

とが持つ多面的な閉居性の一端を露わにした現象に過ぎないtと見ることはで

きないだろうか.

ただ､社会化そのものは.それ自体として是非の判断を下され得る性格のも
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のではか ､｡社会化の現象は､少なくとも先進国においては､1つの事実であ

る｡人びとは､日常生活手段のどの1つをも､市場などを通じてでなければ､

いわば ｢社会Jからでなければ､これを入手することができない｡光 ･熱 ･動

力のエネルギー源としての電気 ･ガスを家庭へ配送するため縦横に張りめぐら

された電諌 ･パイプ網は､このことの象徴である｡物質的なものばかりでな く､

無形の情報を媒介にしても一個人の生活は､社台の中に固く組みこまれている｡

電話局とつながった電話線のネット､中央のテレビ局へと指向する受借用テレ

ビ･アンテナの林立が､捷弁にこのことを物語る｡こういった関係を一切たっ

たとしても､なお､轟帯教育 (と兵役)か社会への人びとの文化的 (かつ肉体

的)同化を迫って乗る.他方で.社会から受けとる財貨およびサービスが多 く

なればなるほど､その対価として､家産はそれだけ多 くの労働を社台に媒供し

なければならなくなって来ている.そのこと自体t人間生活の社全化の進展を

意味する｡

個々の人間の生活は､家庭を通じて営まれる.したがって､人間生活の社会

化は､家庭の社会化でもある.家庭に独自に残された生活の領地は､しだいに

狭まって東っっある｡これが究鹿的に家庭の解体につながるかどうかはーいま

ここでの問題ではないが､少なくともそのような傾向か､経済学にたいして､L

家庭生活の構造に経済学的認識の光を当てるよう要請していることは､確かで

ある｡家庭と社会との境界が流動的であり､そしてこの読勤性か､家庭と社会

の､わけでも謹靖的次元での相互作用に影響されること､大なためである｡

本章は､そうした視角から家庭の内部構造を見ていくか､理論的な展尉より

は､その前提としての基礎的な考察にとどまり､問題の範囲も経済以外の領域

にまたがることになろう｡

(2) これまでの撞済学における ｢家庭｣

これまでの経済学においては､その理論体系の中での ｢家庭｣の位置づけは､

必ずしも明確とは言えない.というよりはむしろ､家庭は､おそらくそれか私

的丑鬼箪_の鳩にすぎないという理由からであろう､港晴学の直接の対象領域か
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ら排除されてしまっているのか普通である｡そもそも経済学の先生の契機が市

場現象の解明にあり､politicalecononlyという名称の由来も､ギIJシャ語に

おける oikos(京)の nDnlOS(荏)としての oikon叩iaからわざわざ区別す

る意味で politiCal(社会的の意)を冠したのだ､ということを思い起こすな

らば､ r家庭｣にたいする経済学のこれまでの態度も､ある意味では肯けるも

のがある｡

もっとも､これまでの経済学が家庭にまったく触れるところかなかった､と

言えば.それは嘘になる.近代経済学には ｢家計 household｣という概念があ

り､私かいまここで家庭と呼んでいるものの､経済単位としての呼び名とされ

ている｡古典派以来の ｢生活巽賃金｣的な考え方も､その中身を見れば､やは

りある意味で軽清華が家庭というものをまったく無視していたのではないこと

を示すものといえよう｡けれども､いずれの概念も､家産の認識については､

一定の限界をおいているかのようである｡

(a)近代経済学のばあい 大まかな分類で近代経済学と呼ばれる経済学

にあっては､いま述べた ｢家庭｣という概念は所得分析のためのものであり､

価格分析のためには､家庭を意味するものとして ｢洞葉音｣という概念が用意

されている｡家計は企菜 ･政府などと並ぶ国民経済の構成単位であり､消梁者

も市場における独立した行動単位である｡その意味では､家庭は､たしかに珪

辞システムの要素として､経済学の考察の対象になっている.しかしこの要薫

は､それ自体かシステムとしてさらに考案されることのない単位要素として扱

われており､この要素の行動を表わす消栗性向や需要開放は､経済にとっては

所与という性格をもっ｡要するに､近代経済学では一家庭が国民経済と接して

いる地点で､貨幣の出入りの大きさとして家庭を見ているにすぎず､すすんで

家庭そのものの内部に娃清華の目を逢せさせようとするものでは決してない｡

家庭は､単独の個体であっても､また数個の個体か一定の関係において集合し

ている某族であってもーあるいは共同生活を営んでいる任意の政の個体から成

る典団であっても､いずれでもよくtともかく1つの単位として何らかの生産

要素を支配しており､それの珪供によって所得を得､かつ消賢を営むためにそ
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の所得を支出するようなものでありさえすればいいのであるll｡

(b)マルクス盛済学のばあい 他方､一面で古典派の伝統を受け継ぐマ

ルクスは､まず賃金を労細カの価値と関連づけ､ついでtこの労働力の価値を

労助力の再生産賓によって規定されるものとした｡このマルクスによれば､こ

れはつまり､労働者家庭を#持するための生活粟に他ならない｡古典派以来の

｢生活業貸金｣的な考え方は､マルクスのこの理論において､家庭の内実にも

っとも肉薄したかのように見える｡ことに､ ｢労微力価値の分割｣2)という言

い方に揺するときなど､とくにその感を強く受ける｡労軸力の再生産というこ

とか､労触者の日びの労働力の再生産にとどまらずー子供を生み育てるという

形での労轍カの担体そのものの再生産をふ くむことを考えれば～労働力の再生

産の鳩としてつかまれるべき家庭は､複数の人間の単なる集合体ではありえず､
Ll

それ特有の構造と機能をもったものとして理解されていたことか､うかがえる

のである｡

ところが､実は､マルクスもまた､労働力の再生産栄を労働力の再生産に必

要な生活手段の価値と直接に等置することによって､折角開きかけていた扉を

ふたたび閉ざし､この点では近代経済学と同列に立っことになってしまった｡

(労鮒力の価値)≡ (労働力の再生産禁)

(労助力の再生産梁)=(労鞠力の再生産に必要な生活手段の価値)

から､推移律により､

(労働力の価値)≡ (労働力の再生産に必要な生活手段の価値)

か成立する3)｡ F資本論』のこの叙述においてマルクスが直接に問題にしてい

るのは､価値の大きさという丑の側面である｡そこでは､労働力と生活手段と

いう2つのものの価値の大きさだけが､とりあげられているにすぎない｡これ

はまた､近代経済学の家計所得および家計支出の概念とt何と奇妙な苅瓜を示

していることか｡このかぎりで､労軸力の生産の過程そのものは､マルクスに

とって荘済理論上の主要関心事ではないし､また労助力再生産の頓としての家

庭も､独自の考察領地を構成することもなかった｡

もちろん､マルクスか2つの丑- 労嚇力の価値と生活手段の価値と- を
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関係づけたとき､その中間項をなすものは､ r労助力の再生産に必要な生活手

段｣という素材的 ･物質的な世界であり､この世界において､労働力と生活手

段とは､事物世界の因果関係によって掛 fれている｡したがって､常勤カの再

生産4)過程をとりあげる準備はできている｡だが彼は､その方向へあえて進ち

うとはしなかった｡価値論的な関心に制約されて､彼は､せいぜい生活手段の

範囲を問題にするにすぎなかった｡彼にとって大切であったのは､過程ではな

く､丑であった｡だから.彼は､必要な生活手段の範囲は歴史的に決まる､と

いとも簡単に片づけてしまうことができたのである｡財貨の生産過程ならびに

それを通じての価値と剰余価値の生産過程の分析と叙述にあれだけの努力を傾

けたマルクスにしては､いかにも片手落ちというべきであろう｡

(C)両者を越えるもの 近代経済学もマルクス経済学も､ともに家庭の

内部構造を問うことはしないという点で､完全な一致を示している.家庭を､

もちろん無視しているのではない.サイバネティクス的表現を用いれば.両者

ともに家庭を経済システムの要素としてはいるか､それは1つのブラック ･ボ

ックスとしての扱いであり.経済学にとって知られるべきものは､その要素へ

の人力を出力へ変換する一定の関数関係､っまりその要素の一定の行動様式だ

けであるJ)｡それは､ある範囲では不変のもの､と仮定されている.

しかし､経済学者の中に､家庭を経済学の対束にすえるべきことの主張か存

在しないのではない｡すでに半世紀近くも前から､マルクスの F資本論』のロ

ビンソン物語に見られる配分原理を評価しーこれに基礎をおく労轍価値論は実

は近代経済学のいう限界効用均等の法則とたかいに前提をなしあいつつ成立し

ていることを､飽かず説いて来た大熊信行の主張かそれである.晩年の 『生命

再生産の理論一人間中心の思想- (上)A (1974年10月)における主亨長は､家

庭を消栄の場とする伝統的な見方に反対して､ ｢物財の生産単位Jとしての企

菜に並んで r人間そのものの年産単相｣として ｢家族Jを規定しようとするも

のである｡さらにこの語誰を基礎に､一方で r生活経営学｣の成立か､他方で

経済学体系の根本的な変革が､可能でもあるLt必要でもある､とされる.た

だ､氏自身にあっても､目下のところは､そうした基本的視点の確立と､それ
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にもとづく軽済学の根本的な書き改めの方向についての構想の提示の段階であ

る､と見てよかろう5)｡

本尊は､大熊氏と基本的には同じ見地に立ちっつ.それを経済理論の上で具

体化するための予備的な考察を.行おうとするものである｡

これまでほとんどの撞済学によって分析の最小単位とされてきた家庭の構造

を立ち入って問うことに関連しては.さしずめ2つの問題が考慮されていなけ

ればならない｡第1にーそれは社会学ないし他の学問の課壇ではないか､少な

くともそれら他の学問の方法によるべきではないか､という問題がそれである｡

たしかに経済学と他のたとえば社会学との境界を画する故妙な1汝か､考察対

象としての ｢家庭｣の中を走っていることは､たしかである.経済学としては

1歩手前でラインを引いた方が､その方法的斉合性を保つ上で､無難ではあろ

う｡しかし､それでもなおかつ､1歩進んでぎりぎりの境界旗にまで進む余地

か残されている､というのが私の予想である｡

それではなぜ､経済学はその舟を越える危険をおかしてまでなお進まぬばな

らないのか､その鏡板的な理由はどこにあるのか､というのかそのまま第2の

問題である｡これにたいしては､家庭のこの取扱い方か経済学の理論的射程の

範囲に関わる問題であることを予め指摘するだけにとどめておこう｡いずれに

しても､この2つの問題に具体的に答えていくのか今の私の課題であり､本章

は､その籍をなすものである｡

(3) もう1つの ｢ロビンソン物語J

(a) ｢家庭｣の登場- 人間個体の再生産 ｢経済学はロビンソン物語

を好む｣ ｡そう言いつつ､マルクスもまた､そうであった8).私も､そこから

話を始めよう｡

出発点は､マルクスのロビンソン物語でよい.だが､そこから ｢自由人の組

合｣へと設刑が移る前に､私はいま1人のロビンソンを登場させたい｡これを

rロビンソン2号｣と呼ぶことにしよう｡もっとも､私はデフオーかやったよ

うにこのロビンソン2号を敷十年にわたって1人孤島にとどめておく7日こはし
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のぴせい｡さりとて､主人とその忠実な僕 (Lもペ)という前近代的な身分制

的な関係を尊大すれば､封建制の珪済学を展開せざるを得なくなろう｡それは

私の本意ではない｡フライデーに代わって私がロビンソン2号に同行させたい

のは､彼の章である｡彼らの間にはやがて何人かの子供たちか授かることが､

期待されてよい｡そこに1つの家庭か出来あがる｡

こうして､おなじく複数の人間から構成されているという点では､このロビ

ンソン2号宗のばあいと､マルクスのかの ｢自由人の組合｣のばあいとでは､

事情はまったくおなじである｡だが価値論に関する設例として見るとき､状況

は一変する｡外から見れば､どちらの集団もその内部で生産と消葉か完結的に

行われているあたかも1つの共同体のように見える｡ところかひとたびその集

団の内部で営まれている事態をのぞいて見れば､ロビンソン2号京のばあいは

文字どおりの共同生産 ･共同消柴であるのに､自由人たちのばあいは､彼らの

内部で共同生産物の労触時間に応じた分配かなされている8)｡人間同士の利害

を計算した恵経的な関係が形づくられているのだ.

マルクスのロビンソンにおいては､ ｢f酎直の一切の本質的な規定がふくまれ

て｣いたし､ ｢自由人の組合｣においても､価値は社会的な関係そのままの姿

で ｢透明｣かつ ｢単純｣に現われていた.価値論を説明するための例としてわ

かロビンソン2号を眺めれば､本質的には1号のばあいとおなじであって､そ

こからの何の発展も認めることはできない｡単数の人間か複数の人間になって

も､価値論に関する設例としては､事情はまったく変化していないのである.

ロビンソン1号がただ1個の個体としてそのまま生活の単位であったのと同じ

ように､ロビンソン2号の家庭は1個の共同体を形成し､家庭は生産と消葉を

共同で行なう文字どおりの共同体であり､生産と消梁のひとつのまとまった単

位である｡したがって､理論上はーロビンソン2号京の家庭の設例は､ ｢自由

人の組合｣の設例に対応するものではなく.むしろ､ロビンソン1号の設例と

並行するものと考えられるべきである｡

それでは､わざわざ新しくロビンソン2号を登場させた意味はどこにあるの

か.
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マルクスのロビンソン1号は､ ｢各種の欲望を充足せしめなければならない｡

したがってまた､各種の有用労働をなさなければならない｡逆具を作り､家具

を製造し､#J市を馴らし､魚をとり､猟をしなければならない｡｣このように

して生活手段を獲得することにより､痕は日びの労働力を､日びの活力を､再

生産することか出来､それゆえにまた日びの生活をくり返すことができる｡だ

が長く見撲っても幾十年かのうちに､彼の体はしだいに弱まり.財貨と日びの

再生産の営みはそこで断絶する｡

ロビンソン2号のばあいはどうか｡彼と彼の妻もまたロビンソン1号と同様

に､ "各種の必要9)を充足せしめなければならない｡したがってまた､各種の

有用労働をなさなければならない.道具を製造し､巌馬を馴らし､魚をとり､

猟をLなければならない｡" しかし､彼らには､ロビンソン1号と異なって､

子供を養育するために生じてくる新たな､しかし決して小さくはない必要か､

その上につけ加わる｡まきにこの点か､両者の決定的なちかいをなす｡ロビン

ソン2号夫妻も､生活手段を生産し､それによって日びの労働力を､日びの活

力を､それゆえにまた日びの生活を､くり返し再生産することかできるとはい

え､彼らもまたやがては死ななければならない｡ところか､そのときでも､ロ

ビンソン2号某のばあいは､人間と生活手段の再生産が､したがって生活の営

みか､途絶えることなく続けられる｡彼らが生み育てた子供達か父母のして来

たことを繰り返す｡これこそ､人類という種の存続の庶基形態に他ならない｡

この点で､ロビンソン2号某はマルクスのロビンソンよりも人間生活の本葉を

一段と具体化して表現しているもの､と言うことができる｡

こうして､再生産を考察の中心におくならば､たとえ財貨の再生産を弟l轟

とするばあいであっても､人間個体の再生産は不可欠のものである｡人間個体

の再生産のためには1組の男女が､つまり複数の人間か存在しなければならな

い｡こうして家庭が畳場する｡

(b)2重の細魚- ロビンソン物語と市民社台- しばしば指摘され

るように､ロビンソン物語は1つの抽象である｡しかし､その抽象の意味は､

いまや2重のものとして理解されなければならない｡第1の意味は､普通に理
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解されているとおり､社舎関係の捨象である｡ "孤並人"ロビンソン･クルー

ソーにあっては.彼と自然との関係だけか中心の問題であった｡第2の意味は､

いま明らかになったようにー人間個性のまたは里助力の担体の再生産型豊泉で

ある｡いいかえれば､家庭の栓塞である｡ロビンソン物語の抽象性ということ

のこの第2の含意は､これまで全 く無視されて来たと言っても､おそらく誤り

ではなかろう｡

もっとも､この第2の抽象は､ロビンソン物語に特有の抽象ということはで

きない.取立化される以前の禎数のロビンソンたちから成る社会にあって -

それか ｢自由人の組合｣であっても､単純商品生産社食であっても- ､これ

らのロビンソンたちはすでに家庭を失っていたと考えられるからである.そう

であるとすれば､マルクスがやったように､ロビンソンの設例に ｢自由人の組

合｣の設例を接続させるとき､ロビンソンの設例かもっていた社会性の捨象と

いう第2の抽象性は､いせんとして残ったままでなければならぬ｡

ロビンソン1号が自己の全生活時間のうち ｢生産的諸機能｣に割り当ててい

た時間は.自由人たちによって社食的な共同生産に支出され､各人は､支出し

た労働時間に応じて.社会の共同生産物の中から生活手段を受けとることにな

る｡マルクスは､この例をもとにして､自己労轍にもとづく単純商品生産社会

における価値法則を､読者に理解させようとした｡社会的な配分均衡の基礎の

上での労働価値論の説明としては～これで十分であろう｡しかし.このように

して理解された単純商品生産社会もまた､それを捕成する単位は一夏庭を捨果

されたところのものである.この単位を経済主体という吉葉で呼ぶとすると､

この経済主体は､単一の個体から成るものであっても､複数の個体から成り立

っているものであっても.それはどちらでもよい｡ともかくこのばあいはー労

働という生産要素を支配しているものでありさえすればよい｡注意すべきは_

この社会関係の中では､それが上伸の主体として扱われる､ということである｡

ところで､ここから混乱と理解不十分の可能性が､2つの面で出てくる.

その第1は､市民社会論に関係する｡少な くとも､市民社会か社会的分業と

交換をその結合の原理とするものと理解されるばあいには､この市民社食の成
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長としての市民は､同時に商品生産社会の構成単位でもある｡むしろ､彼は､

商品生産社台の捕成要素､つまり経済主体であることによってはじめて市民た

り得るのだ､と言ってもよい.まさに､ここで食いちがいか生じる｡一般に一

市民という概念は､人格的なものと結びつき､つねに単一の個体を意味しなけ

ればならない｡これにたいして､経済主体の方は､さきにも述べたように.単

一の個体でも､頼政の個体から成るものであってもよいのである川 )｡マルク

スのロビンソン1号を出発点にして商品生産社会を構成するとき､それは､市

民社会と無理なく重なり合う｡おのおののロビンソン1号が､それぞれに商品

生産者であると同時に､市民でもある｡ロビンソン2号家については､そうは

いかない｡商品生産社会にたいしては､彼らは､1つの家庭としてその構成単

位となる｡市民社会にたいしては､この人椿的自由 ･平等の原理を形式的に受

けとれば､家族の1人ひとりか市民であると考えられるしーまた､実質的に理

解して､自立能力を持った者のみか市民たる資格をもっものとすれば､家族の

代蓑者のみか市民と認められることになる｡この食い違いの現実的な帰結につ

いては､のちに触れることにLよう｡いずれにしても､蓑基の関係にある市民

社会と商品生産社会との間のレベルのちかいは､はっきり自覚されている必要

がある｡ことに､ロビンソン2号家の設例の方が現実により近いとなれば､な

おさらである｡

もっとも､商品生産社会の内部にあっても､問題はそう簡単ではない.第2

は､これに関係する｡いま.ロビンソン2号家から設例を出発させれば､マル

クスの ｢自由人の組合｣は､他の何物によっても支配されない独立せる諸家庭

から成る組合にとって代られることになる｡このばあい､各家庭かそれぞれ社

会共同の生産に支出することのできる労肋の措丑に差異か生じ得ることは別に

して､各家庭を単位として考えるかぎり､価値論的な観点からは､ r自由人の

組合｣のばあいと何ら差異は生じないはずである｡1家庭から1人だけか労軸

を提供するばあいも､2人､3人か労働を珪供するばあいも､それらを合計し

て1家庭ごとに社会への諾労触給付とそれへの反対給付か計算されるからであ

る.ところが､ ｢組合｣関係ではなく商品生産関係を導入すれば､事情は異な
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ってくる｡市民社食の経済関係つまり市場においては､社食への労働給付は､

それか直接的な形態にあるならば､労働力を担う個体ごとに評価される｡全体

の立場からは､労働力を担う個々の個体かその商品生産社会の構成長と見なさ

れるのである｡しかし､その経済的内実を見れば､いぜんとして家庭か､労働

力を再生産し､生活を再生産する境として､その謹拝的統一性を保持している

ことは明らかである｡個々の個体は､自分だけで経済行為の決定を行うことは

できないのだ｡こうして､商品生産社会内甑での個体の2校の現われ方が､第

1の混乱をいっそう増幅するのに役立っ｡この第2点についても､のちにまた

触れよう｡

(4) ｢本源的な再生産循環｣とその分裂

ここでtロビンソン2号家の生活の内容 ･仕方を具体的に見ることにしよう｡

ロビンソン2号夫妻は､ロビンソン1号と同様に.彼らの生産時間を､彼ら

白身と子供たちのさまざまな必要を充足するために分割しなければならない｡

睡眠などに振り向けられる時間のように､それ自体か直接に必要充足過程であ

るばあいもあれば､食事のように､直接的な必要充足過程をなす時間と享受対

製を軒 等するための活動時間とにさらに分割されなければならないばあい.住

宅のように､それを享受するためにことさら時間か要求されるわけではないか､

住居を建設するための時間か割り当てられねばならないばあい､などかあろう｡

いずれにしても､この夫妻と子供たちか､今日を生き､明日もまた生きていけ

るために､つまり､彼らの全必要の間に彼らの全生活時間は配分されるであろ

う｡その配分比辛は､各必要の硬さ ･丑の相対的な関係と､各必要を満たすに

要する時間とによって､決定されるはずである111｡

ロビンソン1号のばあいとのちかいは､さしあたっては､生活の内容に凱 -

て現われる｡ロビンソン2号夫妻は､人間個体の再生産のための必要を充足す

るためにも､彼らの生活時間のかなりの部分を割かなければならない｡これか.

彼らにとって負担を意味するにすぎないものなのか.それともそれ自体か1つ

の莞しみであるのかは､ここで問うところではない｡要は､ロビンソン2号夫
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〔寂 ･1〕 必要充足の屈即と活動謂形態

印

任
作
の
ための
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川口
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促
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国
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朝

m=矧の活動 i那加の店劫 l苅Ⅱ湖の宿劫

*印は.そのための特別のrlWqを,JZ･雫としない信助.

妻か､子供を生み､育てることを自分たちの当然なすべきこととして受けとり､

そのために最善をっくそうとしていることだけである｡

いま､彼らの個々の生活行為を､すべて活動と呼ぼう｡これらの活動は､大

まかに3つの部類に分けられることができる｡第1の部類に属するものは､眠

ったり一食べたりなど.それ自体か直接的な必要充足過程をなすような活動で

ある｡これを皐⊥選旦主星鞄と名づける｡ところか､第 1頴の活軸の多くは,そ

の活動が行われるために物質的な手段を必要とする｡たとえば､ r食べる｣と

いう活軌は､ ｢食物｣という手段を必要とする.物質的手段を摂待する清朝は､

この意味ではそれ自体もまた手段的活動である｡これを選坦選凸垂動と名づけ

る｡つぎに､炊事 ･耽沼など､手段的活動という意味では大きく第El類の活軸

に分類できるが､第 1芙再の活動である直接の充足過程に付随し､距離的 ･時間

的にもそれに密着して営まれ､充足手段を獲得するというよりは､すでに漸 毒

されたそれを直接的充足のために準備するような活動がある｡これを見目輝の

法盟 と名づける.しかし､第Il頚と第tII類の区別は､かなり便宜的なものたら

ざるを得ない｡以上を整現したものか､表 ･1である｡

活軸というものかいずれも時間過程を伴うものであるかぎり､これらの各清
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軌に､彼らの全生活時間が配分されなければならない｡それはt必要の各項目

ごとへの配分という観点で見ることもできようし､活動の種類ごとへの配分と

いう観点で見ることもできよう｡しかし､具体的には､どちらかの観点か優先

するといったものでなく､(1)配分元本としての生活誌時間､(2)請必要の程度

の相対比較､(3)請必要の各単位を満たすのに技術的に要求される時間､の3

着の制約条件を考慮することによって､すべての樹への時間配分は､同時的に

決定されるという関係にある｡

ロビンソン2号京の生活をこのように整理してみると､いろいろと興味のあ

る問題が出て来る｡必要と欲望､物質的財貨生産労勘とサービス労執､家事労

齢､労働と生産､生産と消費､自由な時間､閑暇など｡しかし､今はそうした

問題にかかずらわっているゆとりはない｡いまの問題は､経済的考察の中に家

産を導入したことがどういう結果をもたらすか､という点にある｡

蓑 ･1でまとめた "取立家庭"ロビンソン2号京の生活の営みを見れば､社

会全体の営みの基本的な部分は,全部これにふくみこまれている｡この家庭は､

孤立したままでも､永久にその営みを続けていく可能性を持っている｡いいか

えれば､日びの生活の再生産 (個体の保持)も､個体の再生産 (唖の保存)も､

この家庭はなし得るということを意味している｡要するに.1組の男女かいて

家庭を成す､しかも彼らか適当な生活手段を支配しておりさえすれば､たんに

人間個体の生産のみならず､通常 ｢生産｣と呼ばれている生活手段 ･生産手段

なる物質的財貨の生産も､可旭だということである｡両者を関連づけていえば､

生活手段か生産され､それを消柴することによって日びの活力 (>労働力)12)

ならびに子供 (>次代の労助力の担体)が生まれ､それかまた生活手段を作

り出すという絶えざるくり返しか､この家庭では見られる｡一皮に､AかBに

よって生産され､さらにBがAによって生産される反視の過程か見られるとき.

この過程の結体は､再生産循環と呼ばれる｡人間と財貨の再生産循環は､l個

の豪産の中で完結的に進行することかできるのである｡これを､私は ｢室温出

杏_室生産塵現｣と呼ぶことにする｡

本源的な再生産循環の諸過程は.通常は ｢生産活動｣と呼ばれている第111類

- 275-



の活動､通常は ｢家事労鋤 J と呼ばれている第日類の活動､通常は r消架その

もの｣と呼ばれている第 Ⅰ崇の活動の連続として存在する｡第 1類の活動はふ

たたび全活動を営み得る活力と､それを営む個体の生産の過程でもある｡

ここで､それぞれの活動について､時間的 ･場所的 ･人的の制約の問題に注

目しよう｡直接的な充足過程を意味する第 Ⅰ類の清軌は､それ自体が目的とし

ての性格をもち､第n規 ･第Ⅶ類の活動を伴なうぽあいには､それらにとって

の目的という地位にも立っている｡この直接的な享受の行為は.それなりに場

所的 ･時間的な制約を受けている｡睡眠 ･食事などについての時間的制約はと

くにはっきりしている｡ただ､場所的な制約は､夫婦が共同で生活し､子供を

生み育てるためという以上の制約は受けない｡第日類の活動は､直接的な充足

過程に付紐し､たいていはそれと相前後して行われる活動であるという点で､

場所的にはそれに近接したところで､時間的にもかなり近い時点で行われる必

要がある｡この事偶か､第日類の活動を第tfI頴の活助に対立せしめられた意味

での ｢消鞘清朝Jに数えさせたりするが､それはただこの事冊のためだけであ

り､事態の其相に迫ったつかまえ方ではない｡しかし_第1Ⅰ類の活動を第 Ⅰ類

の活軸と比較するとき､第 1芙耳の活動は直接の充足過程というその性格上､そ

の人自身による充足で馴 ナればならないのに､第u甥の活動は､その手段的性

格のゆえに､最終的に必要の充足をする人とは異なった人によってなされるこ

とか可能であることか分る｡もっとも､第 【甥の活動との場所的 ･時間的な近

接という束件によって､この活動に従事する人の純国は､限定を空けざるをえ

ない｡

直接に充足する人とは異なった人によってなされ得るという意味では､第111

類の活軸はなおのことそうである｡まったく面歳かな く､時にはるかに距て､

所を遠 くはなれた他人によってなされることが可縄である｡そのことからも.

また､第ul類の活劇の特徴は､場所的 ･時間的に､直接的充足過程からの制約

をほとんど脱している､と言っていいことにある｡昨年の7メ])カのJト変か､

何カ月も前のオーストラリアの牛肉が､何十年も前のモーゼルのワインか､い

まの日本の食卓にのぼせられることができる｡むしろ､第tlI期の活動は､逆に､
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生産活動の対束たる自然によって､強 く場所的 ･時間的制約を受けるのである｡

もっとも､孤立化された家庭ロビンソン2号京のばあいは､第 Ⅰ類の活動も､

こうした第Ⅲ頬の活動によって場所的な制約を強 く受けることになろう｡

こうした事情から､1つの重要な帰結が推論され得る｡物質的な生活手段の

生産活動を意味する第Ⅲ類の活動は､この家庭の外で営まれることか可緒だ､

というのかそれである｡ここで､複数の同様の家庭の存在､ならびに協菜の利

益の存在と彼らによるその自覚という2つの条件を導入 しよう｡そうすれば､

第m類の活動はもっとも早 くこの協業に組み込まれることになろう｡複数の家

庭かある共通の意思のもとで共同の生産にたずさあるとき､もしくは財貨を通

じて一定の関係をとり結ぶとき､われわれは､そこに社会の成立を見る｡第H

環の活動についても､その場所的 ･時間的制約が何らかの形でゆるめられる圧

合いに応じて､その活動の共同化､つまり社会化が可能である｡

1っの家庭か維持されていくためには､蓑 ･1に示した ｢必要｣の諸項目か

満たされたばならず､そのためにはー同じ表に掲げられた謡活軌か行われなけ

ればならない｡逆をいえば-こうした諸活動か､どこであれ継続的に行われ､

それらをこの豪産の成員が利用し得るかぎり､この家庭は永続的に維持される

わけである｡

いまや､それらの活動の 1部か社会化され､他の家庭との間で何らかの形で

共同で行われることになったとき､ここに成立する社会と各家庭との関係はど

ういうものであり､その関係は何を意味しているのであろうか｡

再生産の基本単位としての家庭が･1.B合して 1個の社台を形成しているとき､

経済的側面において見れば､彼らは､おのおのの本源的な再生産循環の l部を､

共同で営んでいるにすぎない｡各家庭内で営まれている再生産循環のうち､第

HI甥の活動である生活手段の獲得 (=物質的生産)の過程がもっとも共同で営

まれやすいが､これは. ｢炊事｣などとくらペて､時間的にも場所的にも充足

の過程から遠ざかることか可能だからである.生活手段の棲得が共同で営まれ

るといっても､それは直接的な共同を意味するはあいも､商品生産的な関係

(ここでは単純商品生産関係を考えている)を意味するばあいも､あり得る｡
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いずれにせよ､直接に自分のための生産から､ひとまずは他人のための､ある

いは､共同のための生産になる｡

こうして､1家庭の内部で完結的に営まれていた再生産の単一な領主削ま､今

や 2つの循環に分割され､たがいに補完し合う関係となる｡各家庭の外部へと

くくり出された個々の循壬削ま､韮なり合って Ⅰ本の太い循環を形成する｡これ

杏_ii全的な再生産丑塁と呼ぶ｡この社食的な再生産循圭削ま､じっさいには､ま

ず物質的な生産､つまり生活手段ならびにそれの生産のための生産手段の生産

だけに開催する｡ところで､社全的な再生産循環の中で生産された生活手技は.

この循環の中では摘果されず､この循環の外に出なければならない｡他方で､

この循環のために必要であり､かつこの循環の中で消巽される労働力は､この

循苛の中では生産されないから､この循環の外から呼びこまれなければならな

い｡したがって､社会的な再生産循環は､自立的には進行し得ない不完全な循

環である｡

他方で､各家庭の内部に残った個々の循環の過程を一夏庭内再年産額現と呼

ぶ｡この循環は､外の､つまり社会的な再生産循環から生産手段を空けとりー

必要な加工を行なってからそれを消梁することによって､日びの活力 (>労軸

力)ならびに子供 (>次代の労軸力を担う個体)そのものを再生産する循環で

ある｡この活力 (>労働力)は､ その1部か､各家庭内の循環に必要な請括

軌 こ振り向けられ､他の 1知か.外の循環に振り向けられる｡家庭内再生産循

環もー社台的な再生産循環を前提にしてはじめて成立しているという意味で､

不完全な循環である｡両者か統一されてはL:めて､人間生活の再生産か進行す

る ｡

炊事 ･洗濯 ･耗講など通常 ｢宗事労胞｣と呼ばれている第11類の活動も､条

件か整えば社全化することが可能である｡原理は､生活手段の獲得のための第

m靖の活動とまったく同株である｡各家庭か外の循環から受けとるものが､第

m芙在のばあいは物質的なもので.第1L類のばあいは用役であるというちかいか

あるだけで､それは活動の成果として各家庭に役立っものがとっている真相の

違いにすぎない1日｡いずれにしても､各家庭が直接に自分のために行なった
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活軌の成果ではなくー媒介を謹た上で自分のためになることを期待して行なっ

た活動の成果である点では同じことであり､しかも､両者への活動時間の分割

割合は､各家庭がその必要に応じて自由に決定することかできる｡育児 ･教育

･訓練という活動についても､原理はまったく同様であると考えてよい｡

本源的な再生産循環のうち社会化される部分が多くなればなるほど､各家庭

は､相対的に多 くの活動時間を社会的な再生産循環に振り向けねばならず､し

かも人間 (>労働力)個体の再生産にかかわる過程か社会的な再生産循環の中

に組み込まれていく程度か大きければ大きいほど､家庭は.それだけその機能

を縮小し､家庭という形態の経済的存立基盤は､それだけ小さくなっていくで

あろう.究塩的には､本源的な再生産循環のすべての過程か､社全的な再生産

循環として営まれ､再生産機能を持っ家庭か消滅することも､理論の上からみ

れば､あながち単なる空想として斥けるわけにはいかない｡しかし､人頴の歴

史上にそういったことが起こり得たとしても､それはかなり先のことになろう｡

われわれの娃折半は､まだ末座を必要としている｡

(5)家庭の目的と各個体の目的

- その統合の問題 1

1個の本源的な再生産領主融 E.1つの循環のままで､しかし2つの過程にt

つまり家庭内過程と社会内過程とに寸裂したとすれば､いまや家庭と社食は､

相対的に独立し.相互に依存しつつ､かつ相互に対韓し合う関係となる｡

このさい､当然のことなから､個々の家庭にとっては.自己以外の他の家庭

は社台を経由した上で自己と関係する｡それゆえ.偶々の家庭に直接対峠する

のは､社会以外にはない｡他方､社会に対峠するのは個々の豪産である｡再生

産循現の基本的な樺の中では､個人か登場しないことにこそ､注目すべきであ

る｡むしろ､家庭こそが､本源的な淀済主体と見なされなければならない｡こ

うして見ると､社会は､経済的にはt本源的な経済主体としてのこれら諸家庭

の相互連関の体系として理解さるべきことか､明らかになる｡

にもかかわらず､個々の家庭が再生産循環の社会内過程と結びつくさいの具
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件的な相においては､このことは隠されている｡それは､この結びつきの2つ

の基本的なばあいである家庭から社会への労働の給付､社会から家庭への生活

手段の給付の両者について､ともに言い得ることである.まず～前者から考察

しよう14)｡

個々の家庭か､商品の形でであれ､直接に社会的な労働としてであれ､労働

を提供することによって､再生産循環の社会内過程と結びつくとき､提供され

た労働にたいする評価と給付は､労働力を担う個体ごとに行われるという形を

とることか可能である｡そればかりでなく.同一家庭の数個の労軸力の質が相

互に異なっているという一腰的なばあいを想定するならば､社台の立場からは､

むしろそうした形をとる方が､便宜上好ましい､とさえ言い得よう｡こうして､

労肋を櫨供しそれにたいする評価と給付を受ける労働力を担う個体か､あたか

も経済主体として市民権をもっかのごとき現象か現われる｡これまでの経済学

はーこの点についてはあいまいである｡家庭が労働を提供するのか､個人か労

軸を提供するのかという区BIJについての理論的な関心か､これまでは欠けてい

た｡それら個々の労働力を担う個体か其の謹済主体と呼ばれるにふさわしいか

どうか､この点は.これら個々の労軸力を担う個体の経済決定における行動を

見ることによって､はっきりする｡

ふたたび､ロビンソン2号の家庭に帰ろう｡

この家族構成を､未婚と子供故人としよう｡子供はまだ労勃能力はなく､し

たがって､労働力個体へと形成されっつあるものとする｡そうすれば､この家

庭の再生産循環は､未婚の生活だけを､したがって夫婦の活動だけを中心にし

て見ていくことかできる｡子供たちは､まだ夫婦によって作られつつある客体

にすぎないものと見なせるからである15)｡

まず､彼らの生活における必要の項目は､すでに示した裏 ･1と同じである

16)｡このうち､項目1から項目6までは夫婦自身の活動力の､ひいては労働

力の17)再生産のための必要であり､項目8は新しい人間個体 (労触力個体の

契機をふくむ)の生産のための必要である｡と同時に､項目1から項目8まで

のすべてか､彼らの生活そのものを構成しているのであって.何かの地 必
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〔訟･2〕 面接完足過程-のgi唐

時間の配分 (例)

要にとどまらないことも確かである｡む

しろ主観的には､これらの必要を充足す

ることそのことは､自己目的でさえある

のである｡ただ､客観的には､明日もそ

れらの必要か充足され得るためには､ま

ず今日も.それらの必要が充足されてい

なければならないという事実の連関が､

つまり生活の再生産循環の構造か与えら

れているのであって､いまは､この客観

的側面に注目しているのである｡

つきに､箔をすすめやすくするために､

彼らの生活時間の配分にたいL､具体的

な数字を与えよう｡まず､生活の必要を直積に充足するために特別に用いられ

る時間か､ 1日について平均的にちLEうど12時rHJであったとし､さらに､それ

の各必要項目への配分は,秦 ,2のようだとしよう｡さらに､これらのことが

らは､末娘のいずれについても同様であるとする｡

このうち ｢3.衣｣と ｢4.住Jは､他の必要を充足するのと並行して充足

され得るものである｡ ｢8.育児 ･教育Jは､前述したように､子供か成長し

っっあることの確認か未婚にとっての充足であるとも､また子供の世話をする

ということそのこと自体か1つの充足過程であるとも､いずれとも見られよう

が､ここでは､便宜上前者の見地から､これの直接の充足過程には特別な時間

を要しないものとする｡各必要には.しかし､それを充足するには､前もって

準備 (第ⅠⅠ類の活動)かなされねばならないものtまた充足のための手段 (節

m規の活動によって斬 辞される)を要求するものかある｡彼らのばあいには､

1人12時間ずっ､2人合わせて24時間分の活動机 こうした請目的のた抑こ振

り向けられていることになる｡今度もまた､前と同掛 こして､この24時間か各

必要にどれだけずっ割り振られているかを見て､壷 ･3にまとめた.この裏を

見るにあたって問掛 こしなければならないのはtこのような時間配分が､彼ら
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〔ilI3〕 夫:妬!の誼LL活時nuJの正分 (帆)

｢申 i 完 相 投 雪 辞 地下 撃 粁 禦 ~ 音

1

--4
-

-

け

8

ル

l

睡 眠 ･休 息

食 耶
衣

圧

排拙 ･入浴fj:ど

娯 E.l･文 化

社 会 別 保)

各 8:30
各 1:30

各 12:00

4

2

2
0

0

OnU
001 3:00
30 : 2:301
30 ≡ 2:30

5:00

10:00 ｢ 14:00 1 48:00

1
〔夫6.1日司し)

にとって､与えられた諸条件)8)のもとでもっとも望ましいもの19)であるか

どうかということであるがtここでは､そうであるものと仮定して論をすすめ

ていくことにする｡このことは､表 ･2に関してだけでなく､表 ･1をもふ く

めて､つまり､彼らの全生活時間の配分について､言われなければならない｡

これに閏適してひとこと言っておけば､各必要項目への時間配分は､各必要

項日ごとの充足の統合としての生活の全体IJ-n足の極大化という目標と一括手段

丑 (ここでは生活時間)一定という条件とのもとでは､全体充足の種々な水準

ごとでの各項目の充足の種々な組み合わせ (消柴者無差別曲旗群のようなもの

を考えてよい)と一昔必要の l単位を充足するために要求される活励時問の相

対的比率という2条件とによって､決定される｡だから､たとえば資源状況か

悪化したために前と同L'時間内で前と同じだけの食料を獲得できなくなったと

すると,彼らかとり得る行動は､前より少ない食料でがまんするか､他の必要

充足に当てられている時間の 1部を減らして食料獲得のために追加配当するか_

両者を併用するか､しかない｡いずれにせよ､ある必要を充足するための技術

的な条件の変化か.全必要項目間での生活諾時間の再配分を要求し､その結果

として､直接の充足過程 (第 Ⅰ類の清朝)の時間とそのための手段的晴敷 く第

11頴と苅ⅡⅠ類の活動)の時Ftlrlとの丑的比率も､また変化する｡

さて､本節での設例で考察しようとしている問題は一家庭という1つの再生

産単位の中にいる各個体の行動の原理であった｡いまのばあいは､ロビンソン

- 282-



2号とその妻との2人の行動の原理である｡間男副ま2段に分かれる｡最初の問

題は､各必要項目への時間配分を規定する ｢生活の全体充足の塩大化｣という

命店に開通する｡すなわち､この命題にふくまれでいる r生活｣を､1豪産を

単位として坑合する可能性の有無と､それが可能であるとしたばあいの競合の

存在様式か､第1段の問題を形成する.言いかえれば､各個体の行為の諸目的

か､家庭の請目的という形で単一の目的体系に統合され得るのかどうか､就合

され得るとすれば､それはどんな形をとるのであろうか､という同港である2D)

.第2段の問題は､単一の ｢家庭の目的体系｣というものが成立し得たとして､

その目的を達成するための手段としての各個体の生活時間の配分は､どのよう

な原理にもとすいて行われるのか､ということである｡

第1段の問題から考帯しよう｡桂折の観点からして家庭の本質的な横能を個

体そのものの再生産のうちに見る.という私の基本的な見解は､すでに述べた

ところから容易に理解されると思う｡

個体の生産の過程は､大きく2つの過程に分かれる｡最初の過程は､受胎 ･

妊娠 ･出産という純生物的なものであり､それにつづく後半のもっと長い過程

は､身体的成長という生物的な過程と教育 ･訓練を通じての社会的 (人間的)

成長の過程との統一された過程である｡前半の過程は､その端緒を除けば､妻

のみで進行する過程であり､夫の存在は不要のように見える｡しかし､この間､

妻は労軸組力において著しく低くなるばあいが多く.生活手段の捧持について､

他者の援助か必要である｡この役割を夫に期待することは､決して不自然では

ない2日 ｡後半の過程は､これは夫婦共同の仕事になる｡

個体の生産､つまり子供を育てるということにかぎって見たはあい､そのこ

とから生じる話必要は､未婚のどちらかにとっての詰必要にとどまらないで､

むしろ一体としての夫婦にとっての必要､家庭という単一の共同体にとっての

必要となる.むろん､ふつうに言われているように､垂の方かその生理的な条

件から､子供を育てることの必要をそのまま感情的にも自分自身の必要としが

ちだということはあるにしても.ここでは.そもそも ｢必要｣という吉葉はも

っと広い意味で使われており､さき走って言えば､社会的規範により強制され
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たとしても.彼らか子供を育てようとしているかぎり､その意思をもっている

かぎり､子供を育てることは､彼らの共通の必要である.しかし～それでも.

この必要の程度の評価については､夫婦それぞれにとっての差異か生じる余地

は十分に認めなければならない｡また､そのことは､まさしく､夫婦それぞれ

について別個に詰必要が生じ､それぞれの評価か成立し得るという一般的な事

情のうちに含まれていることでもある｡とすれば､この一般的事情を､つぎに

考察しなければならない｡

まず､こうした一般的な事情､つまり未婚が別ペつに各自の詩必要をもっと

いう事情は､すべての詩必要か直接に家庭を単位として成立するわけのもので

はない､ということを示している.したがって､家庭を単位とする諸必要は､

家庭を構成する各個体ごとの詰必要の何らかの形での統合であって､それゆえ､

当然その統合の過程が存在する｡統合の形態 ･過程は､大ぎっばにつぎの3種

が見られよう｡ (1のa)個体問の平等を原則とし.必要の種類 ･強さ ･丑を

等しくするばあい､ (1のb)おなじく平等を原則としっっも､それは個体間

に配分される手段丑の平等にとどまり､充足する必要の梗頬 ･丑にはヴァリエ

ーションがあるばあい､ (2)相互に他の佃件の必要を等重しあい､境樺的な

平等はとらないばあい､ (3)力関係によって､強者に有利な形での統合か見

られるばあい｡

ただ､この形態 ･過程的な観点と_つまり具体的な観点とクロスする形で､

挽能的な観点の有効性も認めない訳にはいかない｡さきに ｢すべての活必要か

直掛 こ家庭を単位として成立するわけのものではない｣ことを指摘したか､逆

に､家庭の詰必要のすべてか各個体の詰必要の何らかの形での統合として生じ

るわけのものではないことも､また確かである｡一方では､家庭の雑拝の極限

的な状態において､再生産の基本的な環を占める個体の必要が優先させられ.

それが他の個体にとっても当然のこととして承認される､というばあいかある

22)｡他方では､現在のように､学歴社会の競争の中で､子供により高度の学

歴を与えるために.両親が自らの必要を抑制するなどは､その合理性はともか

く､単位としての家庭の発展という統一的な必要に各個体か従属させられてい
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ることを示している.しかし,その従属の度合いについては､各個体間のちか

いか､ふたたび生じ得るのである｡

こうして見ると､家庭ごとの単一の必要体系か結果としては成立していても､

それの構成は､いま述べた2種の原理の対抗のうちになされることか､明らか

となる｡この対抗の仕方に影響をおよぽす大きな要因は､必要充足手段の支配

の個体間分配のあり方である｡ところで､本源的な必要充足手段は､内実とし

ては活助力であり､その発現を制約する条件として､時間の枠かある｡夫婦と

いう両個体の間で､この点についての本質的な差異を認めることはできない｡

したがって､必要充足手段の個体間分配の差異が生じ得るとすれば､それは2

次的な形でしかあり得ない｡この間壇を考えるためには､本節のはじめに提蓮

した第2段の開溝を考察しておかなければならない｡

(6) 家 庭 内 分 乗

第2段の問題というのは､単一の ｢家庭の日的体系｣を達成するための手段

としての各個体の生活時間の配分を支配する原理であった｡

ここで､この考察の中に個体間の異異性を導入することにしよう｡ .いまの

ばあいで言えば､性による差異である｡そもそもこのことがなければ､裏庭と

いうものが成立し得ないのだから｡蓑 ･2に加えて､ロビンソン2号とその妻

か洞柴する生活手段の柴と丑が同じであるとすれば､このことは､彼らの必要

かまったく平等に充足されているという仮定かおかれていることを示すもので

ある｡蓑 ･3は､この家庭の請必要を充足するためにこの家庭の生活時間か全

体としてどのように配分されているかを壷わしているか,彼ら2人の関係につ

いては､何も伝えていない｡彼ら2人は､つねに同じ場所で同じ行動をとって

いると解することも､交代制によっているため､一定の期聞をとって合計した

ときはじめて､同一の仕事に等しい時間ずつついている､と解することもでき

よう｡けれども.こうしたことが実際に行われれば､そもそも男女平等の間塩

などは生じなかったであろうLt ｢家庭抽入 ｣なるものも､存在しなかったで

あろう.
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こうして､男女の違いを入れてくることによって､われわれは､この家庭の

中に､社会科学的に見て大切な新しい現象か生じて来る可能性に気かつく｡家

庭内分菜かそれである.出産 ･振乱を例にとれば～この仕事は､生理的な理由

から､ロビンソン2号の妻1人のものとならざるを得ない｡そうすると､少な

くともその時期には､彼の妻の生活時間のかなりの部分かそのために配分され

なければならず､いきおい､生活手段の獲得の仕事は彼ロビンソン2号の凧 こ

より多くかぶさり､彼の食生活時間中のより多くの部分がこの生活手段の獲得

に振り向けられることになろう｡夫妻の間での生活時間配分はかなり異なりな

がら･しかし夫要合わせて見れば､彼らの家庭の詩必要のすべてをカヴ7-す

るように時間配分かなされているはずである｡まさに､分業の成立である｡

人間に男と女の2種あり23)､両者が活動上の機能において差異をもっこと

は事実である24)｡その差異は､第1に､骨格 ･筋肉などの違いから､力のい

る仕事あるいは重労働には男性か有利である点に現われる｡第2に､出産と授

乳などの初期育児は自然的に女子に固有のものであり､女子は必然的にこの仕

事を担当せざるを得か ､｡このことは､少なくとも相当期間にわたって､女子

の行動範囲を､時rul的 ･空間的に制約するものとなろう｡したがって､女子は.

住居内またはその近辺においてなし得る仕事に即 1化する傾向か出てくるのれ

自然の成りゆきである25)｡以上2っの理由からー性による分業.家庭内分業

は現われたと考えられる｡それは､したがって､その発生において自然的分業

である28)｡

〔袈 ･4〕 家 彪 内 分 芙 (例)

必弼 芸軌器ーAⅡ t矧B l EL だiA I B

1. 睡 眠 .休 射2- 食 lt軒! 3:00 4:00 1:001:003. 衣4. 位 2:001:004:001:002ニ00

5. yF池 .入浴なt.i 0=30

6, 娯 炎 .文 化(7. 社 会 胡 係)8. 育 児 .教 育 0:30い ‥O｡
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仕事を分担するという形で分業を行なったばあいとでは､いずれのばあいも､

2人か各12時間ずっ助いたとすれば､斬 暮される生活手段の丑､なされる仕事

の丑に差異が生じるということである｡分業のばあい机 より多 くの手段か得

られ､より多 くの仕事がなされるのである｡ここで､彼らかまったくの平等主

轟者であるなら､牙菜による利益よりも平等であることの満足を選ぶ27)こと

はあり得ることである｡そのばあい､彼らは平等のために換金兼用を支払った

ことになる｡

しかしー生活手段の新 芽に相当程度の労働時間を要求される条件のもとでは､

実利的な適訳が行われざるを得まい｡こうして､蓑 ･4に示したような形で分

業が行われているとし､しかも､これ机 いまの諸条件のもとでは､彼らにも

っとも望ま七 い生活の充足を与えていると考えよう28)｡

蓑 ･2から表 ･4までを蓑 ･5にまとめると､彼らの全生活時間の配分がひ

と日でわかる｡

無用の雑音の入るのを避けるため､それぞれの仕事の担当者が夫であるか変

であるかは､明示しか ､ことにしよう｡家事労噺か車に固有のものかどうかは､

さしあたってはどうでもいいことである｡本章か明らかにしようとしている間

蛭の考案を純粋に理論的な形でおし進めるためには､ただ､家庭内で分乗が成

立していることさえ､前提にすれば足りるのだから｡

〔去 ･5〕 柁LE活叫rEu)の配分 (例)
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このため､ロビンソン2号夫妻の一方をA､他方をBと呼ぼう｡A､Bのど

ちらが夫であってもーどちらか章であってもー構わない｡

まず､A､Bの両者が､第1Ⅰ類の活動と第Ⅲ免の活動の各項日ごとに､それ

らをすべて､並行してまたは協同して行なうばあいを仮定する (仮定 ･1)｡

これには､分菜による利益29)がないか (場合 ･a)､分業を伴もないでも

協業の利益があるか (場合 ･b)､それとも､分業による利益か見込まれると

しても､したがって分乗しない方が不利益であるとしても､協同で活軌するこ

との､あるいは平等に負担することの満足かその不利益を十分に補い得るか

(場合 ･C)､の3つの場合を考えることかできる.

この仮定 ･1における3つの場合､享受についてA､Bに差異が生じる理由

は､いずれの場合も.この設例の条件そのものからは少しも出て来ない｡逆に､

これらの条件は､ ｢平等｣または ｢必要に応じて｣という原理によってtAー

B間への分配か行なわれるための基礎として役立ち得るものである3ロ)｡

つぎに､A､Bの両者かそれぞれに従事する諸活動の組み合わせが､種親 ･

丑的比率において異なっているばあいを仮定する (仮定 ･2).

このとき､A､B相方の活動能力に何らの差異もないが､分業した方が全体

として利益であるとき (場合 ･a)､A､B相方の活動能力に差異かあるか､

それはそれぞれの特性の違いから来るにすぎないはあい (場合 ･b).そうで

はなく､ほとんどの活動分野において一方が他方よりも活動能力においてすぐ

れているはあい (場合 ･C)､の3っのはあいを挙げ得よう｡

場合 ･aと場合 ･bは､仮定 ･1の3つの場合と同様に､享受は､やはり

r平等｣または riE.要に応じて1の原則に従うことが､期待される｡

間軌 ま､場合 ･Cである.ここでは､活動分担の差異が負担の不平等となっ

たり､さらには享受の不平等に結びつく可能性もある｡ふつうの社会関係のも

とでは､負担の不平等は享受の不平等に､むしろ直結するものでさえある｡だ

が､共同体的な社会関係にあっては､それは必然ではない｡逆不平等の可能性

すら排除されているわけではないのだから.

したがって一間垣は家庭の共同体的性格の有無と､その現われ方とにある.
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家庭内の各個体の詩目的か単一の家庭の詩目的に統合されるさいの､さまざま

な可能性については､すでに見た｡こうして統合された裏庭の諸目的を実現す

るために､各個体によって行なわれる諸活動の分担についても､それと同様の

ことが言えよう｡形態的にみれば子供を育てること､也能的にみれば種の保存､

加えて主観的に表現すれば夫婦 ･子供の変を中心に形成されたものか家庭であ

ってみれば､家庭の中で分業か見られるからといって､すぐさまこれを佃体ご

との経済計算にもとづいた通常の分薬関係と同一視することはできない､とい

う点ははっきりしている｡少なくとも､子供を育てるためには､未婚は各自の

個体ごとの計算抜きで､各自の諸活動を配分している｡そのばあいの負担かー

どちらかに過重になり､どちらかに軽少にすぎるということは､あり得ること

である｡そしてこのことは､各個体自身の必要充足のための手段獲得 ･準備の

活動に共同で､いっしょにあるいは分業で従事するばあいについても､言い得

ることである｡全体として最大の効果をあげるべく､ともにフルに働くぽあい

も､相手への思いやりが.あるいは反対に強者の論理かつけ加わるはあいもあ

ろう｡いずれにせよ､家庭における骨梁は､それぞれの個体が独立した計算単

位となっているような､したがって別個の経済主体同士のあいだに形成される

ような一分菜関係と同じものではない｡家庭という単一の共同体の中で詰個体

が支配している生活時間を､家庭全体にもっとも有利になるように配分したと

きに.その結果として現果してくる個拝聞の分薫だと考える方が､自然である｡

ただそのばあいも､かぎられた範囲で､各個体か自己の負担を軽減しようとし､

どちらかかそれに成功することは十分にあり得よう｡

以上の叙述は､いささか緊経にすぎたかも知れない｡私としては､この叙述

を通して､家庭か､必要充足の面でーまたそのための手段的活動の面で､いず

れも共同体的な性格を強く持っことを示したかったのである｡といっても､部

分的には､各個体か､他の個体の権牡においてt各自の充足を最大に負担を最

小にLようとし得る余地も否定できない｡子供か一人前になったときなど､こ

の現象は端的に現われよう｡それは､子供の独立という現象に結びつく｡他方､

生産力水準が低い段階では､逆に共同体的な性格がはっきりと前面に出て来よ
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う｡
それはともかく､以上の6つのばあいに分けて細かく叙述したのは一つぎの

段階の考察に備えたものでもあった.つぎの閉居は､こうした自由で独立な諸

家庭から成る組合について考えることである.マルクスの例での ｢自由人の組

合｣の ｢自由人｣に相当するのか､ここでは ｢家庭｣とな■っている｡

個人が家庭とおきかわることによって､事情はずっと複雑になる.いずれの

ばあいも､組合 (社会)の脚から見れば､労助力の担い手と分配を受け取る者

とは同一人であった｡しかし､その組合を構成する単位の側から見れば､自由

人たちのばあいは､文字どおり1人 1人の個人か労働を提供し､その対価とし

て受け取る分配にもとずいて生活をするのにたいし､家庭のばあいは､各家庭

から1人またはそれ以上の個件が社会に労曲を珪供し､その個々の佃件がそれ

によって受けとる分配を合わせて､家庭として共同の生活を営むことになる｡

ロビンソン2号案のばあいと同種に.種々なばあいについて､その様子を見る

ことにLよう.

各家庭に番号をっけ､Dl,D2,･･･とする｡A,Bにもそれぞれの家庭の

番号をつけてAl,A2.- ･;Bt.B2.･･･とする｡

ロビンソン2号某のばあいの仮定 ･1を成立せしめた諸条件から出発する｡

(場合 ･a') A,Bの間で分業による利益がないとき｡

Ai,Bi(i=1,2,･･- ,n)のどちらかか社台的労働の場に出ても､

またAiとB;のどちらもか社会的労鋤の頓に出てもよい｡要は､家庭内で

Il類の活動か､Ai､Biの相方または一方によって､確実に行われさえす

れば いいのだ.

(場合 ･b') 単純協業の利益があるはあい｡

単純協薫の利益が第Ⅲ類の括軌 このみ認められるばあいであれば､この

括勤だけか社会的に共同化されていると仮定しているいまのばあい､問題

は比較的簡単である｡Al,Biの一方か社会的 ･共同的に営まれる第皿井

の活動に主として従事し､他方か第日規の活動に主として従事することに

なろう (場合 ･b'l).
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もし､第1【類の活軌についても協菜の利益が存するならば､AjとBiは

組になって第II類の仕事に従事するとともに､それぞれ第Ⅲ類の仕事にも

つくことになろう (場合 ･b'2).

(場合 ･C') 分業が利益なのだが､協同することの､あるいは平等に負担

することの満足が､その逸失利益を相殺すると考えるばあい｡

ここでは､倫理的なもの､あるいは心憎的なものによって､撞済行為か

左右されている｡こうした適訳かすべてのDiについて同時に成立する保

証はない｡

しかし､鹿隈的引 fあいとして.それか同時に成立したと仮定すれば､

すべてのAj.Biの相方がともに社会的な場での鰐tH規の活動､家庭内で

の第ll規の活動の従事することになろう｡ここで問題は､Ai.Biの間に

第Ⅲ規の清軌について労敵組力に差かあるとき3日である｡AiとBiの労

働は社台的労鋤として評価を受けるさいに､異なった評価を受けることに

なろう.

この評価の差異か家庭内におけるAiとBiの配分比辛に影響を及ぼすかどう

かについては､経済学では決定することかできない｡いずれにせよ､社会的に

支出された労勘の評価は､佃体ごとに行なわれる.

ロビンソン2号家のばあいの仮定 ･2は､A.Bの両者が従事する諸活動の

組み合わせか､種類 ･丑的比皐において異なっているはあいであった ｡これ

を成立させる異なった諸条件ごとに､考案をつづけよう｡

(場合 ･a') Ai,a;の活動能力に差はないが､分菜によってDiにとって

全体的利益がもたらされるばあい｡

第Ⅲ類の活動にAiか従事Lて第Il規の活動にBiが従事しょうが､ある

いはその道であろうが､DiにとってはどちらでもJ:い｡第tn類の活動か

単独で行われていたのが社会的に協同で行われるようになったことか､発

展である｡

この発展は､生産力の増進を､したがって､'これまでと同一の労働時間

でよりき くの生活手段をもたらすことになろう.
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(場合 ･b') Ai,Biの相方の活動の特性のちかいによって､分某の利益か

存しているばあい.

まず､社会的に営まれる第Ⅲ類の活動には､Ai,Bjのうちこの活動を

得意とする方かたずさわるのか､そうでない方がそうするよりは､社食的

活動としてより高い評価を受けて､分配分も.したがって受けとも生活手

段もより多くなる｡他方､第ll頬の括軌 ま､草葉化によってより能事的に

果たされるばあいもあろうし､協菜の利益を失うはあいもあろう.

このとき､第ⅠⅠ類の活動での過失利益と第m類の活動での利益とを合わ

せて考慮の中に入れることによって､この行動の選択が決定されるだろう｡

一般には､第m規の活動の方が､分業 ･協英か容易なため､それの進展に

よって生産性上昇の利益を受ける度合いが大きいし､ことに生活水準が低

い段階では､第Ⅶ類の活動の意丑が大きく､この活動における利益の多少

を中心に､行動は選択されることになろう.

(場合 ･C') Aj,Biの活動能力に､ほとんどの分野において差かあるばあ

い｡

たとえばAiの活動能力か､ほとんどの分野でBiのそれにまきるとする.

社会化されている第Ⅲ類の活軸にAlか牡申した方が､Biか従事したとき

よりは社会的に揃い評価を受け､したがって受けとる分配分としての生活

手段の丑も､より多いはずである｡しかしながら､このことからただちに､

このDiかAiを社会的に営まれる帯ni類の活動に従事させた方かいいとは

かぎらない｡このことを決定するのは､A;とBiの両活勤分野における能

車の差の高低と.生活充足に占める両活勤分野のウェイトのちかいという

2つの串冊である｡

第1の事情にたいしては.あるいは､国際分業における比較生産葉説を

類比させることか､可能であるように見える｡つまり､Aiの仕事の能筆

かBiのそれを凌駕する度合いか､第Ⅲ類の活動におけるよりも第11類の

活動においての方か大きいときL国持分菜のはあいと同様に､Aiか第王1

類の活動に従事するのか､この家庭にとって有利であるように見える.し
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かし.家庭内分菜を考えるときはー同時に､上の第2の事情を考慮に入れ

る必要がある｡それというのは､全生活充足における第Hl類の活動の比重

か第ⅠⅠ類の活動のそれにくらペてずっと大きいならば､第Ⅲ類の活動にお

ける能辛の差が第I【耳のそれにくらペて小さいばあいでも､Aiか第tT類

の活動に従事する方が､Di全体の生活充足の程度を高めることに貢献す

ることになるからである｡国際分業論の規比は､一定の限界内でしか適用

され得ない｡

そして､生活充足に占める両活動の比丑そのものは､生活充足の一般的

水準によって､ひいてはその基礎をなす生産力水準によって､大きな影響

を受けている.

場合 ･C'において､豪産の共同体的な特徴がもっともよく現われている｡

社会によって評価される労働は.個々の個体のそれであって､家庭を単位と

したそれではない｡それにもかかわらず.個々の個体の労肋の支出場面の決定

は､1個の家庭の詩必要を最大限に充足するという形でなされるのである.少

なくとも､家庭内での分配かこの分菜の仕方に依存するのでないかぎり､家庭

全体のための生活手段が多く糎持されればされるほど､また充足のための準備

活動がより効華的により十分に行われれば行われるほどー各個体の必要充足の

度合いは大きくなるはずだからである｡

このことは､家庭内分菜を規制する共同体的原則の作用か､京庭内での必要

充足の共同体的性格の強弱に依存していることを､示している｡しかし逆に.

家産におけ声必要充足の共同休的性格もまた､家庭内分乗の仕方の共同体的性

格によって､強められ得ることも事実である｡

さらに進めて推論すれば､家庭内分業をしないで､A･t,Bl.か､ともにIl類

の活動にもHI類の活動にもたずさわるとすると､これら手段的活動の領域での

共同体的な原則か肋かなくなり.そのことはけっきょく､生活充足過程の共同

体的性格をも卓やかし得ることになろう｡子供の存在か ｢子はかすがいJのこ

とわざのように､ようや く裏庭に共同体的性格を保たしめる｡しかし､それも､

子供か比較的小さい閉だけであろう｡子供か 1人前の労働力になって､社会で
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の活動に従事するようになったとき､家庭は､その共同体的性格をさらに窮め

る可能性がある｡

こうして見ると､家庭は､基本的には1個の共同体であるとはいえ､それは

すべての家庭について一様ではあり得ず､各個体かかなりの程度､個人として､

1個の経済主体として行動するような家庭を､他方の在に思い浮かべておくこ

とが必要である｡もっとも､それはつねに少数であろうし､軽隈においては､

それは家庭の解体を意味するものであろう.

(7)開通する諸問題

マルクスか彼の ｢ロビンソン物語｣から ｢自由人の組合Jにいたる一連の設

例をもって行なおうとしたのは､労働価値論の配分均衡的な説明である｡そこ

からそれ以上のことを読みとろうとすれば､それはマJレクスの意図を越え出た

ものであろう｡

たとえば､ロビンソンの抽象性の克服か ｢自由人の組合｣によってなされた

として､ここに ｢自由人｣の 1人1人を単位とする社会を現実的なものと考え

るときか､そうである｡じつは､それは､まだきわめで非現実的な､つまりま

だもう1っの柚叙任を残したままの社台である.それがなお捨象しているもの

はtすでに明らかになったように､家庭である｡自由人を家庭とおきかえるこ

とによって､この社食は､人間個体の再生産をもふくむ再生産を遂行し､その

q)えに永続性を保証される社会となる｡人間個体の再生産か捨象されていると

いうことは､そのこと自体としてもー社台の撞靖的運動の分析のいくっかの局

面で引っかかりを作りだす｡と同時に､そこから派生して乗る家庭内分業の捨

象もまた､かなり広範な影響を及ぼすものである｡

つまり､社会の中では､社会に労働を拾付する労働力を担う個体か､あたか

も独立した自由人として現われるのに､実は､彼の給付についての決定は､家

庭を単位として行なわれているのだということの諾鼓は､丑要である｡したが

って､1つの家庭から2人の労働力か社会的労働に従事しているばあい､社会

から見れば､2人の独立した相互に無関係な自由人と見えるのに､その実は､
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1つの家庭かある労肋時間を社食に提供するのに.2個の労助力をもってした

にすぎず､彼らは家産という1価の経済主体の単一の配分計算に基づく単一の

意志決定に従属しているのである｡もちろん､社台にとっては.そういう過程

はどうでもいいことであり､この家庭からの2人か､たとえ単一の意思に梶し

ているにせよ､別々の個体である以上､各個体にそれぞれ独立した意思を競走

すれば､それですむのである.むしろ､基本的な間男引ま､こうした現実の構造

を､経済システムの分析の枠組みの中に入れることの必要である.

この点については､すでにある程度の示唆は与え得たであろう.もっと詳し

い説明は､さらに稲を改める必要がある｡

これに開通してもう1つ指摘したいのは､法的思考と経済的思考の接点にこ

の間麿が現われるときに起こりやすい混乱についてである｡

近代市民社会の原理は､法的にはすべての人間を､もとより男女を問わず平

等な市民として取り扱う｡このことは､夫も妻も､市民としては独立した人指

であり､自由にその行為を遇択することができることを意味する.ところか､

家庭というものの存在は､市民法の体系の中では一体どういう位置づけを与え

られているのだろうか｡こと経済に関してみるかぎり､経済主体としては家庭

があるのであって､夫なり重なりかそれぞれ独立に珪清的選択を行なうのでは

ない｡このことは､家庭内にあっては､少なくとも経済的次元における独立 ･

自由 ･平等という市民社会的原理は妥当しないことを意味してい832).

ここから2つの帰結か出てくる｡

1つは､通常の市民社会論の性格について｡一方において､家庭内分乗を通

例とし､しかも家事労働 (前述の第11類の活動)を妻に割り当てることを事実

的な前漣として､他方において社会的分業を基礎としてー成立している市民社

会論は一夫はそのことによって､事実上､家庭の代表者 (家長)としての夫に

のみ市民権を与えていることになる.市民社告か法的外被と姪折的実体とをと

もに持つものである以上､この点についての熟慮を欠 くとき､その市民社会論

の妥当する領域は限定されたものとならざるをえない33).

第2は､単に形式性としてのみあるこの法的外在を経済的実体に押し付けよ
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うとする試みについて｡たとえば.夫婦の経済的関係をあたかも独立した2個

の経済主体同士の関係として律しようとするものである｡これについては別に

換甜するとして､とりあえずは､この間題が､献鰭にさいしての財産分与の決

定の仕方､そうでないときでも未婚別ペつの財産という考え方､不慮の事故に

よる女子の過失利益の判定などに関連し､とくに家事労蝕の娃清的評価の問題

にも結びついていることを､指摘しておくにとどめよう.

家庭の経済的内部構造を経済学の視野の中におさめることは､資本主轟を対

象とする経済学においても重要である｡たとえば､第lt類の活動 (家事労働)

時間を節約する労触退具かその活動 (家事労働)従事者を家庭内での清軌から

解放して社会的労働力に転化する現象に関連する諸問題は､新需要→新産粟の

形成の間頗をもふくみ､これからさらに注目すべき問題領域を形成することに

なろう.

社会主茸を対束とする経済学では､なおのこと､真庭の経済学的分析が丑要

となろう31).社会的結労勘の配分計画を増てるとき､たとえば､配分対象と

しての第11規の活動領地にどれだけの労働を配分するか (保育所 .学校 ･食堂

･クリーニングなど)､それと開通して､配分素材としての労働時間の提供を

主婦にも期待するかどうか_するとしてどの程度期待するのか､といったこと

などは､基本的に重要な問題となるはずである｡資本主義にとっては､社台的

籍労軸の丑は､所与のものとして扱われることができる｡本来の社会主菜にと

っては､事情が異なる｡社台を構成する各家庭の必要充足水準 (生活水準)も､

それと開通して各家庭の生活溝.時間の諸活動への配分も､社会主義のばあいは,

吾十画対束の中にふくまれていなければならない.したがって､家庭内での労助

と社会的労働への分割も､与えられたものとしてあるのではない｡決定さるべ

きものとしてある｡

ついでに言えば､こうした観点から見ると.経済学的には､主として家事労

働として営まれている第1Ⅰ規の活動を､帯Ⅲ規の物質的財貨生産の活軌と根本

的に区別すべき理由の何ひとつないことか分るであろう.両者は合して､目的

としての生活充足活動にとっての手段的活動をなす.
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その他･剰余価値論 との開胤 始人解放論 との関係な ど､この間題の解明に

よって新たな光 を当て得 る分野は多い｡

1) 本章は､rr裏庭Jの経済的締遣 一 点晴本葉旨の視角から- Jと遷して r人文J

京都大学教養部.21､1975年3月､に先妻したもの､ほぼそのままである.

)) 近ft娃洋学の中で､アメリカの国民経済を (1)企英経済 (2)政府経済 (3)団件提

済 (4)家計経済 の4部門に分けて考察しているソーローの著作は､まだしも私の

興味を引くものである.彼の ｢家計珪済｣への関心は r合衆国の泡星組抱における

それの役割｣ (下隷 一 引用者)にととまるもののーその具体的な考案は示唆に富

むとともに.近代経済学自身か ｢家庭｣をもっとつつこんで経済学の対束にすえる

必要を感じ始めている兆候のようにも思える｡ (Rt)be一tA.Solo;Ecorl叩iLQn .

anizatioコSandsocialsvsteE.S.1967.1)p.V.Vi,とくに p.337ff.参照｡)

2) KarlMarx;DasKapital,Eは.1(且旦工出.Bd_23).S.417.

3) Karl;叩.CH..S.184f.第2貿第4茸第3節 ｢労助力の膿月と販売｣.

り 7'ラック ･ボックスとは､つぎのようなものである. rそのfk道かまったくかあ

るいは部分的にしか知られていないか､それとも､その柵道か特定の関連の研究に

とっては本質的でないために捨象し得るようなシステムのことである.けれども､

それの構造､すなわちシステムの入力と出力ならびに両者の関係は知られているか

確定することができるかである.｣ (GeorgKlaus(hrsE. Yon);伽rterbucu e_T

Kybemetik,1968,"Blackl1]ox"の項).

5) 大熊倍行 r生命再生産の理論 一 人間中心の思想1上巻､1974年10月､viぺ,;およ

びとくに122べ･;以下など.なお､大熊にあっては_ r宗族Jということばも r家庭｣

とはぼ同義に用いられている.

6) Marx;旦吐JH..S.90f.第1富第1童第4前 ｢商品の物神的性格とその秘密｣.

T) この抽象の中に､近代市民社台の1つの性格が反映している.

8) もちろん､ r自由人の組合｣において､生産と分配の様式がこれ以外にあり得な

い,というのではない. r資本論Jでは､ r商品生産とたいひさせるためにだけ｣

そのように限定して設例かなされたというにすぎない.
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9) この文脈では､ふつう ｢欲望Jという吾妻が用いられる.しかし､主税的なひび

きが放すざるのと､その主体か姓団とか社台とかのばあいにはそく.わないので､私

は r必要｣という吉葉を用いる.大熊も ｢必要｣概念を強調している. (大臥 約

掲昔､とくに第2部第5牽参照.)

l｡) 労軌 ま､括軌 こおいでは単一の個体と結びつかねばならないが-結果および効果

としてはその必要はない.それq)え､労助を姓介にして市民社台と分業 ･交換シス

テムをつなぐときにはー労働のもっこの2つの朗によって､逆に両者の違いは隠さ

れてしまう.

ll) マルクスの ｢ロビンソン物語｣では､内容的には生産的活動時間の配分だけが問

題にされていた｡この点の不十分さを指摘したのは､大熊であった (大熊､ r資源

配分の理論j東洋経済新報社､1967年_12gペi.I)｡なお､本音t第11部第2茸も参

照のこと｡

12) 記号>は_左の概念が右の概念をふ くみ､かつそれより広い範囲を包括 している

ことを表わす.

)3) それすらも固定したものではない.たとえば_ll顎の活軌たる洗L#労軸を節約す

る也輔としての沈滞塩､あるいはいくらでも加工度を高めることのできる加工食品

など.要するに.帝Ⅲ頬から帯LI浬へと､活動そのものは､自然栗材を第 Ⅰ類の活

動のために変換していく連続的な過程である.第3茸を参照.

1り 後者についての簡単な考察が､次の茸で武みられている.

Ⅰ5) 家庭の再生産循環は､大づかみにいって2つの循環から成っている.日びの活力

の再生産と個体そのものの再生産とである.生産される内容と再生産循環の周期と

の2点において2つの相‡削ま区別される.前者を小循環.後者を大循環と呼んで_

1つの宗庭内再生産循環としてまとめることかできる.

16) r7.社台関係｣は､まだ保留してある.

17) たんに物的財貨の生産のみでなく.充足の準備にも_さらには生活充足過程その

ものにも､清軌 ま必要である.したがって,労働力は一般的な活動力の 1部分を練

成する.

日日 資産の状況､技術の状況､彼らそれぞれの請能力､子供の発育段階が.これら請 ■

条件のうちの主要なものである.

19) ここでいう r望ましい｣の内容は､むしろ間もなく展開されるべき問題に尿して

いる.
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ZD) ここでは､パレー トの ｢社食の効用｣と ｢社会にとっての効用｣という2つの概

念の区別か､一応念頭におかれている｡牧場敦茂 r握清から社台へ - パレー トの

生涯と思FtllJ みすず等耳､1985年.250-261べき.ならびに T.ParsロrIS;_ThestruC

1ure__QLsocialacti叩.1937,Paperback-ed.(1968).vol.1,pp.221and241ff,

(パーソンズ T社台的行為の体系』郡上穀他訳､第2分冊､142'<,;･および173ベラ以下)

参照.

2日 一般的にいえば､この役割を果たすものが夫以外のものであることの可能性を排

除するものではない｡

22) r姥捨て｣､ ｢間引き｣は､その尾端な例である｡

231 生物学的には､1個の生命が便宜上2個に分かれ.て存在していると解釈すること

も可能であろう.それtq)え､生命の継愛にあたって､両者は鞘結合しなければなら

を･い｡

2り r労肋基準法｣における女子労働者の保諸規定は､この!fI英を承認した上で設け

られている｡

25) もちろん､この自然制約性は.科学技術によって人工的に越えられることも可緒

であろう.しかし.そのはあいでも､科学技術を利用しなければならないというハ

ンディが.舘につきまとう｡

26) この日特約分菜は､ア リやハチなどおけるそれとは粥なっている｡そして､r発

生において｣自然的舟菜であるとしても.結果において社全的な丑味を与えられる

ことは_当然である.

27) 現在の男女平等論はこうした文脈で主張されているのではないか､素朴なは論の

中では時としてこうした主張がまざれこむこともまた雁かである.

26) r生活の充足｣に客純的な基軸は不要であり､主視的なものでさしつかえない.

しかし､主観的な領域であれ.彼らにとって生活古式-する原確が存在するはずだ.

ということはここでの娼論の前控になっている｡そして､この統一原理の存在は客

呪的にも根拠づけちれ得るはずのものである｡

29) ここでの ｢利益｣. ｢不利益｣の判断は､妾にあげられた必要項目の全作として

の充足の虎合いによって決定されるものとする｡もう一段前の段階でいえば､糎持

される法生活手段の賓と丑ならびに誌サービスの項と丑の患計に依存する.

3n) もっとも､ ｢平等な且担､不平等な享受｣の成立を肪げろものでもない.
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3]) 労的能力に重かないときでも､舟菜の利益は生じ得る｡この点で､舟運発生に先

立っての ｢個人間の異質性｣の存在を指摘するつぎの見月引二は同定できない｡r人

間の社会の特掛 ま､たんなる群居ではなく､個人間の異質性を忠弘的に利用する､

という点にある｡すでにふれたように､個人間の異質性は､手段モデルのちかいと､

評価モデルのちかいとに現われる｡手段モデルのちかいは r分業』という形で現わ

れ､評価モデルのちかいはいわゆる価値観ないし時好のちかいに他ならない｡撞済

分析の用語を借りれば､前者は生産関数のちかいであり､後者は効用関数のちかい

である｡ ｣ (村上泰菟他 F撞済体制j岩波書店､1973年.984;I,7)｡ただし､この叙

述が,牙菜の成立と r個人間の罪男性｣を_少なくとも同時的なものとして考え､

かつその異質性を生産関数の面に限る趣旨ならばt理解できるものである｡

32) 市民社会の頭詫たる英国で､18世紀の半ばにおいて､コモンロ-は. r夫婦の人

指的一体｣を規定しており.妻がこうした讃塀から解放されるにいたったのは19世

紀になってからだ､という. (内田力成 り ギリス宗族法の基本原理』日本評論社_

1951年､44ぺ手｡)

3日 ヘーゲルの F法の哲学Jでは､個人と某族と市民社食との関係も考拝されており.

その市民社全では宗族的な結合から切り赦された個体か個人となっているという｡

(大井正 F唯物史観における個人概念の探求A未来社.1970年.1ユ0'勺=｡)

3日 この点もーすでに大熊の強調しているところである｡その指摘は大熊､前掲2書

の馳所に見える｡
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第 3牽社 会 と 家 庭 の 間 ♯)

(1) は じ め に

1. 経済学の歴史そのものが示しているように､過去から現在への珪済

学の展開は､一方における主体の脚の語法活動の淀化によって押し進められて

来ただけでなく､他方における認馳対象としての経済それ自身の歴史的展開に

よっても強制されて来たのである日 ｡経済学か歴史科学だといわれる基本的な

理由は､この事乗に求められるべきであろう｡

そしてそうであるとすれば､しかしまた､経済が現在これ以上変化すること

のない終局の完成態に至りっいているのでないとするならば､経済学もまた今

後さらに新たな発展を余儀なくされるものと考えられなければならない.見る

人の目にはすでに､経済学にとっての ｢大転換｣の時代の到来が見えて来てい

る､と言っていいだろう｡それというのも､対象としての経済のうちに､大き

な異的変換のいくっかか生じつつあることか､はっきりと見てとれるからであ

ち.それらを人びとの意掛このばらせた臆に列挙すれば､

(1) ｢社会主亜｣を呼称する新しい社全体制が広範に成立して､それらか

既存の資本主義体制と並存するようになった｡ところが､その社会主藻

体制も大きな矛盾をかかえている中英か明白になった (｢体制間嬉 J)､

(～) 諸民族の独立にともなう世界経済の再揮成はt当然神道的矛盾をはら

み.それか ｢南北問題｣として現われた｡これに r人口鎌先｣かからむ

(｢南北開運 ｣)､

(3) 人間の自然を征服する力は飛躍的に大きくなったか､それとともに人

間 - ひいては経済 - と自然との関係が深刻なものになって来た｡こ

れにもまた ｢人口填発｣がからんでいる (r対自然問題 (環境問題 ･人

口閉域)｣).

(4) 個人的に営まれる生活の借地かしだいに細小して､人びとが社台的経

済関係に組みこまれる度合いが飛躍的に大きくなった (r社会化問題J)
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ということになるであろう｡

今､これらをそれぞれ簡単に､(冒 ｢体制問題｣､(2)｢南北問題｣､(3)｢

対自然問題｣､(4)r社会化問壇｣､と呼ぶことにすれば､これらのうち ｢体

制問題｣と r南北問題Jは､多くの経済学者の本格的な研究の対束になってか

らすでに久しく､着実な研究が雷琉されて来ているものと見たい｡ただ､これ

らの問題は.既成の経済学でもってしても十分に取り扱うことかできるように

見えるため､なかなか経済学の転換を現実のものにすることとは結びつきにく

い側面をもっている｡

それにしても､こうした状況の中では､商品経済､ひいては資本主義経済を

対束として成立し発展してきたこれまでの経済学だけでは対処し切ることがで

きず､経済本質論を体系の根底においた新たな経済学体系が必要となるだろう

という一応の予想を立てることはできる.けれども､この経済本質論かどの程

度新しく認識領域を拡げたか､それとも単に,これまでの軽許諾理論の中から､

体制共通的なあるいは歴史貴通的な艶分を､柚きだし整理し直したにとどまっ

ているかは､まだ必ずしも明白になっているとは言えないように思われる｡

これら2つにくらペて､第3の ｢対自然問題｣は､経済と自然との関係その

ものの軌絹が問題の起点である以上､まっす(･に荘折半の転換をめざす努力を

喚び起こさずにはいない｡反対に､第4の r社会化問題｣となると､それほど

ドラスチックな欝横を生じていないため､見過あ且 ものとして意識されること

は一般に少ないように思われる｡

第3､第4の問題か前の2つの問題と質的に異なるところは､これか伝統的

な経済学の認識領域の変更を要求するものだ､という点にある.本章は､この

うち第4の問題をとりあげる｡

2. 荘軌 こかかわる活動を軸とした T社会｣化現象は､社会内の個人に

ついて見られるだけでなく､自然についても同様に見られる｡さきほど便宜的

に ｢対自然同地 Jと呼んだものの間煙の出発点は.じっはこの自然の社会化に

伴う面か大きい｡したがって､両者をそうした同じ観点でつかむときには､こ

れから.前者を r血包血社会化｣､後者を ｢丑塵也社会化｣と呼ぶことにした
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い｡本章が間王軌こするのは､このうち r内包的社会化Jである｡

さて､このような言い方をすると､社会を蹄成するものか個人であるのに､

その .'個人の社会化…とはどういうことなのか､という反間が当然出て来よう｡

皿Aと丑全という対比のさせ方をする時､われわれはすぐこの個人を生地的個

塵としての一人の人間に対応させてイメージする癖がついているからだ｡同じ

社会現象であっても､法的 ･政治的領域ならばおそらくそれで十分であろう｡

しかし､こと桂坊の領域では､それでは困るのであって､ ｢個人｣というとき､

むしろ第 1轟的には ｢量産 (家計､家族)｣かイメージされなければならない｡

この点については､前章で論じた2)｡個件としての人間の生活の再生産 (生命

の再生産をふくめ)は､第1次的には家庭を媒介とし､第2次的には社会を媒

介とする自然との間の物質代謝を基掛 こ営まれる.少なくとも個体は第1次媒

介としての家庭を通じて社会関係に入りこむのである｡しかしその際､家庭が

個体と社会との間を媒介する程度はさまざまであり得る｡というのは､他面で､

価体は直接に社会関係に入りこみうるからである｡従来の経済学は､こうした

個体_と社全と_の圃･曝凸_星_里姓について十分な考慮を払っているとは苦いがたい.

したがって､経済の領地で ｢個人一社全｣の関係といわれるとき､もう少し

正確にいえば ｢(個体-)某庭一社舎｣の関係か問題にされているのでなけれ

ばならない｡このうち ｢個体一案庭｣の関係については､前章で部分的に考察

を加えているので､本稿では､主として ｢末座一社全｣の関係にスポットを当

てることにする.そのさい､説明を容易にするために簡単なモデルを用い､某

･庭と社会との本葉的な関係､ならびにその関係の現実の発展傾向を明らかにし

ていきたい.

(2) 弘立経済モデルと基猫的視点

- モデルaについて -

1. 最初のモデルは､単一の豪庭か五全且圭乱乱足経済を営むという孤立経

済モデルである｡これを ｢モデルaJと呼ぼう.モデルaが等しく｢孤立経済

モデル｣であるかのロビンソン ･クルーソー ･モデルと異なる決定的な点は､

このモデルか人間の再生産を可能にしていることであり､したがってこのモデ
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ルの意義は､もっとも抽象的な形においてながら､人間と自然との関係を完全

に表現し得るという点にある｡家庭関係を社会関係の萌芽と見なすことをしな

いならば､当然､ここでは一切の朴卓関屈か轄免されていることになる3)｡こ

の家族は.生きていくためにさまざまのものを自然から額得して来て利用しな

ければならない｡生活のための物質的手段をめぐる人間の1系列の活動を自然

との関係の中で具体的に理解するためには､これをっぎの3つの部分に分ける

のか好都合のように思える｡(a)獲得､(a)加工､(C)享受,の3つに｡これら

に簡単な玉藻的コメントを加えておこう.

(a)塵珪 一 単なる採集､狩猟といった時間の経過をそれほど必要としない

ばあいも､飼育ー栽培といった長い時間の経過を伴うばあいも､この概念

にふくめる｡いまだ主体の支配になかった白鍵票封をーその昔軒かのもと

におき_このことによって後続の ｢享受Jを確実なものにする活動として､

この1系列の活動の中で重要な紫的転換点をなしている｡

(b)血ユ ー ｢獲得｣活動に引き続 く活動であって､確保された自然棄封を

｢空音 他 室活動である.技術的に要求される所定の順

序に配列された諸過握の継起から成り立っている.

(C)皇畳 一 物巽的手段を最終的に利用する活動である｡飲食物のように個

々の手段から見れば､ほとんど瞬間的に利用されるばあいも､いろいろで

ある｡

これら3つの活動は､当然のことながら､いずれも特定の王佐､特定の亀直､

特定の瞳をもち､しかも時間過程の中で行われる｡だから､獲得と享受の間に

は場所的 ･過程的な庫たりが､そしてそれにともなって時間的な荘たりか存在

している｡しかしそれらの距たりの程度tは自然条件､技術条件､主拝の条件

などによってさまざまであり得よう｡また､3つの連続した過程でそれぞれの

活動の主体が同一個体である必要はない｡

2. ふたたびモデル乱に帰ろう｡モデル且の家族か.採集した植物の実､

蛋 (幹).葉､根などをその場で食べてしまうならば､獲得と享受の間には姓

氏血走距たりはほLt-んPない｡鳥や鍵.月や魚をもとめて家族かともに串臥す
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るときも同様であろう｡ここでは享受の場所が獲得の場所に一致させられてい

る｡それでも捧持から享受までの間には､土を落としたり穀を破ったり､皮を

むいたり､解体したりt火であぶったりなど､享受のための準備の諸通産､っ

まり加工過程か多かれ少なかれ介在することは避けられない｡このことはまた､

獲得から享受までの間に多かれ少なかれ一定の時間的並立且をもたらすことに

なる｡この時間的匪たりは､この家庭が軒 等物を獲得するや否やただちに享受

を試みることをしないで､たとえば一定量か確保されるまでしばらくの間その

まま保持するばあいにさらに明瞭な形で現われよう.

ところで､生産と消栄といった対概念を人間と自然との関係におけるもっと

も素朴で単純な上のばあいに持ちこむときー連続せる諸活動によって経過させ

られる諸過程のどこに両者を区別する1規を引くことか可能であろうか｡最終

的に口に放りこんでしまう荊までを生産の段階と考えて､最後の一騎の活動を

消架の過程とするか.それとも.獲物を探し人間の手に稚保するまでを生産の

過程とし､それ以後の過程を一括して消柴にふくめるか｡おそら(どのような

点で区切って見てもすっきりした空理をすることは不可砲であろう｡そして無

意味でもあろう.すべては､家族という共同休の.長井的な享受を目ぎして統

一された一連の活動であり､享受をふ くめてそれ自身が彼らの生活そのものな

のである｡

また､家族且の間でいろいろな活動か分担されるとしても､もちろん家族員

は各自の活動を相互にギブ ･アンド･テイクすることによって結ばれているの

ではなく､彼らはひとつの共同体としての末座をはじめから有蝕的に構成して

いるのである｡

3. 自然から生活のための某材を獲得するやあまり時間をおかないで､ほ

ぼその塙で享受するというはあいを離れて､つぎに､この家族が少なくともあ

るまとまった期間1個所に互生するようになったばあいに考票を移すことにL

よう.そうなると事情はやや異なってくる｡そのさい､この走性か農耕の採用

と結びついたものであるのか､採典経済のままでも起こりうるのか､という点

は不問に付することにする｡
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是住生活を設例することの意味は.この家族が生活のための素材を漸 昔する

場所と､それを享受する場所とが空圃的に匪たりをもっという新たなばあいを

想定することにある｡

野 寺物をその場で享受するよりも家へ持帰ってから享受するばあいか多くな

る｡獲得場所と享受場所とのこの空間的な距たりは､この中に新しく姐送活動

の過程かはきまることを要求する｡時間的な距たりも大きくなる｡また､この

段階では､干したり､涜けたり.室 (むろ)に入れたりして嘩得物を保存する

ことも始まるはずである.いずれ.も獲得から享受にいたる道のりを長くし､こ

うして両者は､場所的 ･過程的 ･時間的､いずれの点でも実際にはっきり区別

され得るものとなっていく｡そして両者か相互に関係はあるがそれぞれに独立

した別種な活動であることが志雄されるようになると､ここに.労噺と必要充

足､生産と消柴といった対概念かおぼろげに浮びあがって くる｡ 定住ととも

に家 (たとえ粗末な小屋であろうと)の建窯が必要となる.木材なり石なり建

築材料を切り出して来て､それを輸送しt加工して組み立てる｡京は.食料の

ばあいと異なって､享受の過程は長期的であり､また享受の間でも.怯理や模

様替えの必要か頻繁に起り､享受の過程の間に加工の過程がはきまる｡この点

は､衣規や家具その他の道具類についても同様である｡

4. 獲得の活動と享受の活動との間にある空間的 .時間的距たりが大きく

なるばかりでなく､その中間に入りこむべき諸活動の種類も増えて来て､これ

ら両極の活動が相対的に分離するにいたると､これら一連の活動をこの家庭の

内部で異なった個体に振り合ける一 時には多少とも固定的に 一 旗全か増大

するのも自然の努である｡協幽作粟であっても､その中での作菜分担はもちろ

ん成立しうる｡いずれも､家族且の間の仕市の分担であり､分粟である｡とい

っても､それらは作菜の分割という意味での分乗といえても､決して ｢社会的

分某 J と同じものではない｡社会的分菜は､たとえ商品生産と結びつかないば

あいでも､つねに他人のための使用価値の生産を目ぎさねばならないからであ

る｡家庭という共同体のはあい､たとえ自分のために生産するのでなく､他の

家族且のために生産するのであっても､それは ｢われわれ｣のために生産する

- 306-



ことである｡親が､子供のための生活手段を調達するとき､ ｢他者のために何

かをしてやっている｣という意識をもつと想定するのは､共同体の外で成立し

た意識を共同体の中に投影して理解しようとするもので､適切T･はなかろうり｡

5. ここで､ r家事労轍｣について一言しておきたい.

この段階ではまた､享受場所における ｢家事労働｣と獲得場所における ｢生

産労働｣との区別が出て来ても良さそうに思えるかも知れない.もっとも､こ

の ｢家事労働｣なる概念かいつから使われ始め､またどこまで厳密なものであ

るかについて､私は知らない｡ただ､それか ｢主婦労触｣と苦いかえられ得る

ところからも､現代におけるある種の労鰍を示すのに便利な言葉であることに

間違いはなさそうだ｡そして､その主要なメJレクマ-ルとしでさしあたって挙

げることかできるのは､住居内で､またはそれに近接して行われることと､直

接に家族点による享受活動のための加工活動であることとである｡

今のモデルaでは､後のメルクマールははじめから満たされている｡それで

は､前のメルクマールか満たされれば､それは ｢某辛労鮒｣となるのだろうか｡

この投階では家のすぐまわりに植物を栽培し､収横しては食前に供する活動､

家書 ･家主ムを飼育し.乱をしぼり卵をとり､あるいは屠殺して肉の一部をす

ぐに調理して食べ､一部を保存用に加工し､皮をなめして衣類を作るといった

活動､京のまわりに栽培した植物から輯雑をとって糸を紡ぎ也を織り衣服を仕

立てるといった活動､山から伐り出されて運ばれて来た木材を用いて家を建て

る活動､あるいは京を怯理する活動もまた一点的である｡しかしそれらのすべ

てを一括して ｢宗事労働｣であるとすると､われわれか今いだいている ｢家事

労肺｣のイメージはこわれでしまう.

｢家事労働｣のイメージの中には_たんに住居内において営まれるというだ

けでなく､家族員の享受にかなり密持した準備活動といった性梓かふくまれで

いるのではないか.-澱に､享受に近い段階の活動ほどその態様が享受の態様

によって規定される度合いか大きい､ということは吉いうるであろう｡たとえ

ば､食事の時間に合せて調理の活動は行われようし､幼い子にはそれに適した

調理の仕方があろうし､衣月別こなれはなおさら､性別 ･年齢 .性指によってそ
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れぞれ異なった加工活動が要求される｡もう一度一般的な言い方をすれば､享

受に近い段階の活動になればなるほど､宗族の個々の成長を念頭においた活動

になっていく､ということは吉いえよう｡主としてそうした活動だけか住居内

でまたはそれに近接して行われるようになった段階ではじめて､最初のメルク

マ-IL,だけで家事労働を枯別することか出来るのではなかろうか.

それにしても､ ｢宗革労触｣というのは､他面で.社会的に営まれる ｢生産

労働｣に対比されて用いられる｡とすれば､やはりモデルaの段階では ｢家事

労射｣はそもそも成立しようがない､と言うべきであった｡

(3) 享受から遠い活動の社会的共同化

- モデルbについて -

1. ここで ｢孤立家庭｣のモデルaを離れて､神政担塞塵が存在し､しか

も相互にある経措関係を結んでいるばあいを想定しよう｡そのばあいでも､そ

の関係の態様の速いに応じて大きく2つのモデルを考えることかできる｡両モ

デルは､それぞれさらに､2つのヴァリアントに分割することかできる｡

(モデルb)･･･-軽済関係か浅いはあいで､せいぜい ｢樟得｣. ｢輸送｣ま

でを共同で営む｡

モデルbl ･-･･それらの活動を曲同作菜として行う｡

モデルb2- -･それらの清新を社台的分粟で行い､社会的に統合する

(商品交換方式とそうでないばあいとかある)｡

(モデルC)--経済関係か深いばあいで､享受までを､少なくとも享受の

前までのすべての諸過程を共同で営む｡

モデルC1-日=それらの活動を臨同作薫として行う｡

モデルC2-･･･それらの活動を社会的分菜で行い.社会的に統合する

(商品交換方式とそれ以外とかある)｡

本来の叙述のためには､ヴ.7･リアントにまで立ち入る必要はない｡以下.本

節でモデルbを､次茄でモデルCを考察する.

2. 複数の家庭か空間的に接近して存在し､それらの間に何らかの経済問
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係が持たれるとすれば､諸家庭が対等であるかぎり､この経済関係は､何らか

の形での､また何らかの程度での塵連動の共同イヒであろう｡

モデルbについて一般的に言えることは､享受を鞍点とする1つの連続した

諸活動の中で､その終点から遠い活動ほど朴合的異同_7:･行われれる活動の部類

に入りやす_い､ということである｡ 1つの理由は､鞍点である享受から遡れば

過るほどーそれらの活動は自然素材のもともとの状態 - 位置 ･性柴 ･形態な

ど一 に照応する必要かあり､いきおい､それらの活動は個々の家庭から空問

的に離れた場所で行われることが多 く､そのためー複数の個々の家産の空間的

位置の多性を免れることかできることである｡

しかし､おそらくもっと大きな理由は､それらの活動か過程的に見ても享受

から軒れていることであろう.つまり､享受に近ければ近いほど活動は特殊化

して特定個人の特定の享受を目ぎすことになるのにたいして､享受から遠ざか

るほど括弧 まよ且一般的な性格を帯び､よ且不特定の享受を予定して十分だと

いうことになる.コメでも､イネの段階ではそれか誰のロに入るかをそれほど

丸にかける必要はないのにたいして､押米するとき玄米のままか白米にするか

は個々の家産の好みに応じなければならず､さらにメシに炊 くときは食事の時

刻､炊き加減についても家庭成員の必要に合わすことが要求される｡

享受に近い活動は､個々の家庭の中で個別的に行われることか好都合であり､

それから遠い活動は､社会的共同の中で一般的に遂行されても差し支えない｡

とすれば､諸活軸か一般に活動効輩の点から社食的共同で行われることか望ま

しいということを考え合わすと､後者の活動は前者の括弧にくらペて ｢社会的

共同｣というこの活動形態を一席受け入れる傾きをもっはずである｡

3. こうして､活動は宝幽 主互鮎と杜全_胞活動とに丑裂する｡しかし､両

者の分裂は､活動の場の空間的分離ならびに活軸の時間的配置の分離にとどま

るものではない｡それはもっと大きな本質的な分離をもたらす｡つまり､それ

は同時に活動の直接の日的を も 2つにji裂せしめることになるのだ｡かつては

家庭成風による享受を目ざして連続的に配置されていた一連の諸活動がいまや

2つの部分に分たれて_いぜんとして家庭成長による享受を直接に日ぎす京座
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内活動と､ これからは社台の中の他人による享受を第1葺的にElぎす社会的活

動とになる｡後者は､自己の家庭成長の享受を日ぎすという役割をただ媒介的

にのみ果たすことかできる｡その妊介の諸形態かモデルbの種々のヴアリアン

トを構成している｡

家庭成且の享受を直接に日ぎすことのないこの社食化された活動は､いまや

相対的に自立化し､完結した姿をとることになる｡空間的にも､家庭的にも､

時間的にも､享受と直接に結びつかず､相対的に自立化した活動は､おそらく

｢労働｣と呼んだ方かもっともふさわしく響くだろう.またこれらの清新を過

程として見るならば､ ｢生産｣ (通常の意味での)という吉葉がもっとも適当

であることに疑いはない｡だが､すぐに断っておかねばならないが､だからと

言って､それに拭 く家庭内活動のうちにこれらの言葉かあてはまる活動か存在

しないということにはならないのである｡一連の諸活動か社会的活動と家庭内

活劇とに分裂するその境界操は固定的なものではないし､また､あり得ない｡

4. 活動のこうした分類にともなって､家庭成長の桔生活時間もまた.家

庭内活垂加こたずさわる時間と社台的活動にたすきわる時間とに､量的に分割さ

れる｡前者か弘也瞳凪､後者が姓全的卑胆となる｡

このとき､家庭成展のどの個体の生活時間から社会時間に転化するかは､さ

まざまな事情による｡各成人個体の生活時間か同じように両者に分割されるば

あいもあろうし.あるいは各個体間で異って分割されるばあいもあろう.また､

社会的時間に転化するのはある特定個体の生活時間からだけだというばあいも

十分にありうる｡

こうして､活動の場の分裂は､活動の分割をもたらし､さらにき くのばあい

に.活動時間分割の外的表現として､それぞれの活動時間を異った個休に割当

てるという結果を引き起こす｡

モデルbの基本的構造と特徴は､ぎっと以上のようなものである｡

ついでながら､前節で見た ｢家中労肋｣のイメージも､このモデルb段階に

おいて家庭内でいとなまれる諸活動の器体に比較的よくあてはまるように思わ

れる｡
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(4) 享受に近い活動の社台的共同化

- モデルCについて -

1. つぎに､詩家庭間の経済関係かずっと深まって､モデルbでは ｢家庭

内活軌｣にとどまっていた活動すらも､結うかぎり朴令的括弧 二転化してしま

うモデルCを考えよう｡つまり､炊事 ･掃除 ･洗濯 ･牡い動 く崩み物) ･実用

品の月い物 ･子供の世話 ･その他の家庭雑事5)といったいわゆる ｢家庭労触｣

と呼ばれている清新すらも､そのほとんどが社会的共同に行われうる､とする

のである｡

一点的に言って､モデルbで家庭内活動であったものは.その種類によって

異なる事情はあるにしても､享受に上且近いため､その特殊性ないしは個別的

な必要に適合するため､活動それ自身がよ且特殊的ないし個別的に連行されな

ければならない.というのか他の諸活動にくらペて社会化において1歩遅れを

とった1つの理由¢)をなしていた｡

2. それにもかかわらず､これらの活動の社会的共同化は､それか現実の

社台的諸条件を無祝 して純粋に技術的な側面からだけ見るならば､ほぼ100%

近 く可能だ､というふうに言うことかできよう.まず､そのなされる場所かそ

の家庭の住居内であることを必ずしも必要としない活軌がある.炊事 ･沈滞 ･

縫い物 ･子供の世話 ･その他の家庭の雑事は､そうした活動の部矧 こ入る｡こ

のように聞いて､ ｢おやっ｣と思う人は､食堂 ･洗沼尾 ･仕立屋 (修理を含む)

･託児所 ･持場 ･病院の存在を思い浮かべるだけでいい｡いずれも､それらの

活動が､個々の家庭の外で社会的に共同で行われる場所である｡極端にいえば､

掃除すらも､ホテルを住居にすることにすれば､やはりその家庭の外で行われ

る活動と見なすべきだろう.

こうした形のもとで行われる詰括弧 ま､たんに空間的に家庭の中で行われる

必要がないばかりか､また個々の家庭の成長によって直接に自分とその家族の

ために行われる必要もない｡これらの活動は.いまや､他^のための活動とし

て行われることになる｡そうした点で､これらの活勤をそれに先立っ積得 ･加

- 311 -



工 ･輸送といったモデルbでの社会的活動から本質的に区別できるものと誤解

させるようなメルクマールは消失することになる｡両者を区別するものは､最

初の自然素材そのままを対象にする段階から享受にいたる一連の活動の場所的

･過程的 .時間的涜れの中での相対的な位置関係にしかすぎない｡したがって､

両者の区別は､いまやふたたび相対的なーつまり量的なそれにすぎなくなって

いる｡

3. ところで､これらの諸活動の社食的共同化は､じつは､これらの活那

の行われる場所を家庭内としたばあいでも､これまたそれが現実の社会的諸条

件を無視して純粋に技術的な側面から見るならば､前のばあいよりも一層完全

に行うことが可能である｡要するに､これら r家庭内活動Jをすべて "お手伝

い"にしてもらうのである｡ "お手伝い"という吉葉か悪ければ､ "巡回サー

ビス社 (陳)"に委託する.と言い換えてもよかろう｡

生産性か不変であれば､これらのサービスのための全社全的活動丑は､各家

庭がその家庭内で本来支出するはずの活動量の結計と等しく､けっきょくは､

各家庭のそれだけの活動を社台的な活動に転化することによって得られるほか

はない｡

具体例について見よう｡N打Kの調査によれば､日本の家庭婦人は.1975年

現在で､平均7時間46分を r家事｣にあてており､そのうち2時間47分か炊事

に割り当てられている｡各家庭が.この7時間46分に担当する労働丑を社会的

に支出するならば､この丑はーほぼ3家庭の炊事をこなすことかでき､掃除な

ら8つの家庭を､沈滞なら7-8つの家産を担当することができる｡

これらの活動を社会化する形態は､やはりいろいろある｡共同炊事のように

直掛 こ社食的共同化を企てることもできようし､分乗的な共同化をとることも

可能である｡そのさい､ひとたび社台化されてしまえば､これからの活動種類

かそれだけで完結的に社会的分菓体系を構成する理由はなくなる｡その結果､

ある家庭はその家庭が支出する社会的活動たとえば16時間のすべてをこれらの

活動に振り向けるばあいもあろうし､逆にそのすべてを以前から社会化されて

いた諸活動に振り向けることもあり得よう｡
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4. つぎにーこれまで共同化されていなかった諸活動か社会的に共同化さ

れていく正すじとしで､いま1つの､しかも多くの人にとってはやや以外と思

われるであろう形態を指摘しておく必要がある.洗濯を例にとって見よう｡

洗濯という活軌をク1)-ニング屋にq)だぬる時は､それはもはやその家庭成

長によって行なわれることもなければ､その住居内において行なわれることも

ないが､三九をサービス社 (陳)にq)だぬる時は､その家族成長によって行な

われることはないにしても､その住居内で行なわれることに変りはない.社数

家庭の完全な協働作薬として行なわれる時は､各家庭の成長がこの活軌に加わ

るか､各住居内において行なわれる必要はない｡そして以上3つのばあいは､

いずれも､洗濯という活動そのものが社食的協同の営みとして行なわれている

ことを意味しており､いずれにせよ､これまで述べてきた社会化のタイプに属

する｡

ところか､洗濯にかぎらず､炊き帆こしても､家庭成長による家庭内でのその

活動を無 くしてしまうことはないまでも､清新を助けるものとして何らか蚤具

を新たに採用することによって､その活動を著しく短縮し､軽減し､あるいは

能率化できるはあいが知られている｡ここ2,30年の日本のいわゆる ｢家中労働｣

はそれらによって大きくその様式を変えてしまったことは周知の通りである｡

ミシンや溝也か裁鑓 ･垢み物の姿を変えたのはすでに戦前のことであったか､

戦後は､風呂における薪からガスへの転換､炊事における七輪やエーとに代るガ

ス .コンロ､電気釜.ガス釜､電子レンジ､瞬間湯沸器の採用､掃除における

Iiii から其空掃除機へ､そして沈滞における出 と洗濯板から沈滞機へと

いう変化は､いずれも戦後､高度成長期の比較的短い期間のうちにほぼ同時並

行的に生じた現象であった｡それはまさに ｢未申革命｣と呼んでいいはどのも

のであった｡今､こうした機械類を､とりあえず ｢家庭内生産手段｣と呼ぶこ

とにし. ｢家庭内で行なわれる獲得 ･加工活動の能事を上昇させるに役立っ手

段｣と定義しておこう｡

そこで､たとえば耽絹において ｢妄庭内卓彦手段｣である洗描規かとりいれ

られて､家庭内で行なわれる沈滞活動か量的にも質的にも軽減されたはあいを

- 313 -



とりあげ､その意味を考察して見よう｡沈滞という活動それ自体に着目するな

らば､そこにはただ一方的な軽減しか認めることができない.だが問題はそう

単純ではない.じつは､ ｢家庭内生産手段｣である洗濯機は､それ自身活動の

産物である｡それを生産するためにー社会的活動か巽やされているのだ｡この

社会は､個々の家庭内で達せられる洗濯活動の巽的 ･丑的軽減のために､予め､

追加的に社会的活動を支出して沈滞機を生産しなければならない｡洗濯規のた

めのこの追加的な社会的活動支出は､社会全体の生産性水準をその時点で不変

であるとすれば､他の部分からそれを引きあげて来たのでないかぎり､各家庭

から追加的に社会的共同の鳩にもたらされたものであることかどうしても必要

となる｡とすれば､また､各家庭においては､過渡的にはともかく､最終的に

は､沈滞機を用いることによって軽減された活動時間をこれに割り当てざるを

得ないはずである｡

けっきょく､洗濯機採用をめ(･る家庭内での洗IiW活動の収支決算は､次の式

のようになる｡

dWo= dWl+8Mt+ht

W :洗濯清新の時間 M :洗描境製造の時間

丘 :家庭内活動 S :社台的共同活動

0 :初期 1 :沈滞機採用後 h:余剰時間

hは雷うまでもなく､それでもなお浮いた時間である.洗濯故の採用か合理的

な選択であるならば､h≧0であることが期待される｡こうして見ると､かつ

ては直接に沈滞括勤として現われていた括軌か､いまや2つの部分に分れて､

1つは､より軽減されたとはいえ､なお直接に沈滞活動の形をとり.他の 1つ

は洗澗故を入手するための社会的活動の形をとる｡

後者はま･さしく｢景庭内活動の迂回年産｣とよぶべきものであって.本来的

には涜手花という活動の変形にすぎない.とすれば､家庭と社会との関係で見る

かぎり､沈滞という私的活動はまさにこうした回り道を通ってその一部を社会

的に共同化したのだ､ということかできる｡
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(5) 諸活動の社会化とその逆行

- モデルbとモデルCの間 -

1. モデルaはともかく､モデルbとモデルCを対比してどれか好ましい

タイプか､を言うっもりはない.しかし､歴史的な傾向として見るならば､い

ままでのところ且からCの方向へと移行するのか一般的な過祭と見てよかろう｡

これを ｢諸活動のネt全的亜周化男臭Jと呼ぶことにしよう｡

｢諸活軌の社会的共同化現象｣かなぜ生じるのか､どのようにして生じるの

かを原理的に明らかにする用意は今のところ無い｡したがってその傾向かどこ

まで進むかを予言することもできない.大づかみな見当として言えることは､

(a)家庭を主体として7)経済原則が触くこと､しかし､(ち)その経済原則は貨幣

価値に換算できる狭い範囲で手段と目的を考えるのではなく､享受による充足

度､親子 ･未婚間の望まれた関係､活動 (労働)の難易 ･苦菜の度合い､詩享

受 ･諸活動の時間的長さ､などが浩合されて比較拝丑されること､(C)社会の

生産力の段階､(a)珪肺を中心とした社会の諸関係など.といった要田が作用

することはもちろん､(e)社会学的に追求すべき要因も無視できないだろう､

ということぐらいのものである.

とはいえ_自然と社台との間にも見られる ｢社会化現果 ｣を家庭と社台との

間にも見ることが､木桶の目的であるからには､モデル間の移行関係の解明を

もう少しだけでも押しすすめておくことか必要である｡

2. モデルaからモデルdへの実際の移行にさいしては8)､鉱物資源の採

掘､樹木の伐採､運搬など､同時に多数の働き手による協業を要求する作薬種

類もある｡これらは､各家庭の活動の 1部分の社食的共同化を､はじめから直

接に要求する.稲作や機織りのようにー各単独末座によっても営むことかでき

るけれども､専業化による生産性への考慮かそれらを社会的分菜の体系の中に

組み込むはあいもある｡これはもちろん経済原則から説明できる事態である｡

ひとたび分乗が発展しはL:めると､各生産助位における生産規模は､Ll家庭

の享受能力に制約される必要はなくなる.規模の利益をもとめて協美化が進む｡

各裏庭の支出可能活凱時間の一定部分かそこへ吸引されるかどうかは､推力的
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な方法を用いないかぎり､その家庭かそのばあいに得られる分配弁とその同一

活動時間を用いて達成できるはずの詩結果とを比較秤量することによって決定

される､と見て差し支えなかろう｡したがってこの分配のありよう如何によっ

ては､いちど社台的共同化された活動かふたたび家庭内に帰るばあいも十分に

予想される｡

3. モデルbからモデルCへの現実的移行も､いま述べたモデルaからモ

デルbへの移行の同じ状況で生じると見てよかろう｡涜描機の採用のばあいも､

その例の1つである｡ただ､この洗濯規の採用の例については､なおつけ加え

るべきことかある｡

さきには社会的共同活動の生産性が不変であるという前提のもとで､家庭内

に生産手段の1つである洗濯也の導入を考えた｡ところか､社会的共同活動の

生産性の増大を前提にするならば､事態はいくぶん異なった様相を呈すること

になる｡

この生産性増大は､さしずめ2つの異なった結果もしくは両者の混合物を生

むことかできる.ひとっは社台的共同活動時間の短縮であり､いまひとつは.

それを不変のままにしておいて､その代り社台的共同活動によって生産される

生産物の丑を増やすことである.前者は､長期的 ･歴史的傾向として見られる

ところのものである｡それは休息か､レジャー .文化活動か､その他の家庭内

活動かを増大させることになるだろう｡

後者のばあいは､余分になった活動時間をつぎの使途にあてることによって､

異なった形で実果される｡(i)社台的共同活動の過程で用いられて､さらにこ

れの生産性を増大させるような､いわゆる ｢生産手段｣の生産､(2)個々の必

要充足に直接に役立っ財 (サービスを含む) - いわゆる ｢生活手段｣ 一 生

産､(3)家庭内活動の能筆を増進させる､ここにいう ｢家庭内生産手段｣の生

産｡(2)と(3)のばあいにおいては､いずれも各家庭への分配弁がそれに見合う

だけ増加するという基打ちかあってはじめて意味をもってくる｡

このうち(2)のばあい､享受の質と丑の改啓に結びつく方向と､某庭内の活

動時間の短矧 こ結びつく方向とかある｡テレビが生産されるばあいかはじめの
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方向であろうし､加熱すればいいだけの加工食品が作られるばあいかあとの方

向である｡

(3)のばあいか､たとえば電凱洗濯塊や電子レンジか生産されるばあいであ

る｡これによって家庭内の清新時間が短縮される｡それはふたたび各家庭から

追加的に社会的共同の坊へ労働が捷供されることを可能にする｡

こうして､電気洗濯也採用によって家庭内での活動の塩縮か可能となるとき_

それを可能にする条件は1種類だけではなく､2唖親あることか示された｡そ

してそのいずれのばあいの経過を見ても､一定の経済関係にある諸家庭 一 社

合と呼ぼう- の成員によって行なわれる岸車軸時rrnA範型か､社会的共同活

動として支出される時間と各個別家庭内での活動時間とに分割される比辛､な

らびに社会的共同活動か諸生産部門へ配分される此華､また各家庭内の諸種の

清新への活動時間の配分比辛は､相互に密接に開通をもっていることか示され

た｡壁上岨丘己丑はいまや且丑の形をとって現われるのである｡

4. ついでながら､家庭と社会の間での活動の移行現象か､つねに前者か

ら後者への方向をとろのではないことを示しておこう.

たとえば郵便番号制は､郵便物の差出人にその個々の郵便物に､宛名の住所

地にたいして予め与えられてあるコード番号を記入させることによって､郵便

物を区分するさいの能事を向上させ､ひいてはこの労勘に従事する労働者数を

減らすことを意図したものである｡そのかぎりで､これは社台的共同活動の中

からその部門に配分されである活動を引きあげることを意味している｡しかし

他方で､それが､今までは裁断と糊っけ作某だけですんだ封筒製造に印刷とい

う新たな異種工程を加え､はがきでも2度刷りが必要となり､各豪産に新任･.6

号表を印刷配布するという新たな活動配分を要求する.全体としての社会的活

動の節約効果についてはしばらく問わないとしでも､それはこの他に_各莱挺

にたいして､たとえわずかずつであっても､郵便番号を検索し記入するという

新たな活動を要求する｡

節約された社台的活動は1部が他の部門に再割当されー1部か家庭内活動と

して連行されることになるから.結果として､郵便物を区分するという有用的
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効果をもたらす活動は､いまや直接に区分する活動 (郵便局での)､間取 こ区

分する清新 (Er絹4所､区分機製作所での)一同 (家庭での)､の3つに分割さ

れることになる｡このケ-スでは､社食的共同活軌が部分的に､家庭内の私的

活動へと後退している｡

一般に､土).kフ__'_サ エビ旦超す隼で こうした効果をもつ_1いる_ことか､あら

ためて碓ENE,されるべきだろう｡

現代社会か､一方では､家庭内での私的活動を社会的共同括酌の過程で遂行

するよう社会化を押しすすめながら,他方では､社会的共同活動の過程で行な

われていたものを.ますます個々の家庭内へ押し返しつつあるということは､

はなはだ興味のある現象である｡この現象を成一的かつ包括的に説明すること

は木偏の証壇をこえるか､その一端の理由については次節で述べられよう｡と

りあえずは､私的家庭内での活動と社会的共同の活動とか､いわば連通菅でつ

ながれた2本の水柱のごとく_一体的な関係をもっことを明らかにし得たこと

で満足するにとどめよう｡

(6) 時 間 配 分 の 一 体 性

一 家庭内と社会内と-

1. これまで､経済学は ｢家庭｣ (きくのばあい､それは ｢個人｣と呼び

かえられていた)を経済システムを構成する最終単位と見なしてきた｡そして

経済学は､この家庭の内部に立入るべきではないとして､もっぱらその考察の

範囲を社台的共同の軌こもたらされたかぎりでの諸活動とその産物に限定して

釆た｡税制データーの量化可能性についての制約などの理由もあるにはあった

であろうか.やはり基本的には､経済学は社食現象を対象にすべきものだとい

うオーソドックスな考え方かその根底にあったと思われる｡

しかし､モデルbからモデルCへの移行の分析を通じて見たように､家庭と

いう枠の中で営まれる諸活動か急速に社会的に遂行されるようになって来て､

経済学の観点からすれば､私的な家庭内と社会的な経済の傾城との境界操か急

激に軌いている串態かある｡もちろんそれであっても､それだけのことであれ
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ば､かつては某庭の中で営まれていた諸活動か社会化されたかぎりで､事後的

にそれを娃清華の考察の中にとりこんでいけばいいという考え方も､経済学の

現実的有効性という観点を無視すれば､十分に成り立っはずである｡しかし同

時に明らかにしたように､この境界線の移動そのものか､社台的.%経済の外に

ある要因によるものではないということになれば､缶は自らちかったものにな

らざるを得ないだろう｡

2. さきほど､これまでの経済学の基本的な手法か､家庭を経済システム

の構成単位とすることによって成り立って来た､と述べた｡単位であることは､

もはやそれ以上に分割されることかないということをも同時に意味している｡

マルクス体系では､この単位へのインプット (生活手段の物的畳)は固定され

ており､それからのアウトプットも労助力として見るかぎり固定的である｡近

代経済学では､インプット (所得 .生活手段)とアウトプット (労働 ･支出)

の大きさそのものを固定するわけではないにしても_この行動パターンか､つ

まりこの単位におけるインプットとアウトプットとの関係か一定であるという

想定のもとではじめて成り立つものである9).しかし､これらの想定を支持す

ることはできない｡

時間配分に焦点をしぼって､これまでの叙述をまとめながら､その理由を述

べよう｡ 盈⊥の時間配分は､各家庭内での24時間のヰ活晴間の配合である｡

基本的には､直接の享受活動に向けられる時間と､獲得 .加工活動日こ向けられ

る時間である.生活時間のこの両者への配分比車を決定する要因はー一方で､

充足すべき必要の種類と頚さと大きさであり､他方で.獲得 ･加工活動の客観

的に測定できる生産性と､その時勤にたいする各家庭の主観的評価 (苦痛 ･喜

び､時間の希少性にともなう鹿全襲用)とである｡最初の方で充足すべき必要

ほど生理的条件に支配される程度が大きいたれ 一定量の充足によって飽和さ

れ得､したがって獲得 ･加工清軌における生産性の上昇は､その活動時間の短

縮､その結果としての直接享受の延長に結びつきやすい｡両者の関係は､当然
t

に可変的である｡

温まの時間配分は､積待 ･加工活動の貰庭内と社台とへの配分である｡前者
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はこれらの活動を単独で個別に行うことであり､後者は社台的共同で行うこと

である｡経済の硬蛾での社会関係の存在を前提するかぎり､各家庭は少なくと

も1人の宗族点の活動の何ほどかを社会的共同の喝にもたらさなければならな

い｡この家族点を ｢第1労働力Jと呼ぼう｡もちろん各家庭は追加的に他の豪

族点の生活時間のいくぱくかを社会的なそれへ合体させでもよい｡その家族展

を順次 ｢第2労働力｣r第3労助力｣と呼ぶことにすればいい｡また第1労働

力といえども､その行う活動のすべてを社会的共同の形で行う必要はないlD)｡

第2の時間配分の此幸を決定する要因は､単純でない｡洗濯也.Iセルフ ･サ

ービスの例で見たことは､少なくともそのことにたいする主要な解答を与える

ものであろう.そしてこの点をもう一度まとめておくことが本筋の主虚になる｡

3. 社会へ配分された時間は､ざらに獲得 ･加工活動の種々全部門へ配令

古れる.これをいま､ (1)一般生産手段(I)I (2)生活手段(Il)､ (3)

家庭内生産手段(TIE)I (4)サービス(Ⅳ)､の4つの部門に分けて見よう.節

3節で見た洗描旗の採用は社会的時間のうち第m部門へ配分される時間を増大

させる｡

この増大分をそれ以前からの社台的時間の揺計の中から賄いうる1つのはあ

いは､どこか他の分野でまたは全般的に活動の効辛の上昇か見られるばあいで

ある｡これは単純に､一方から他方へと活動配分比車を変動させることによっ

て片がつく｡

洗描機生産のために第m部門へ配分された時間の増大分か､いぜんとして社

台的時間の諾計不変のままで行われうるもう1つのばあいは､他の部門での生

産性の縮小､したがって社会か各家庭へ提供するものをそれに見合うだけ減ら

すことになるだろう｡セルフ ･サービスの増大もこれの1形態である｡こうし

た条件のもとで洗描横か採用されるかどうかは､この減少した分を各家庭内で

個別に補うために追加的に支出されなければならない活動時間か､洗浦暁の採

用によって節約される家庭内活動時間の中から生み出されるかどうかにかかる

だろう｡このばあいは､一方で活動の能事の上昇をもたらし (沈滞也の使用)

ながら､他方でそれを減少 (1部の清軌が社台的活勤から家庭内活動に帰った)
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させているからt全体としてはき1日}トは小さい!

全盛的な生産盤上港内ばあいやも一号車上巌が恵鞄畢鎮 l蓉歯頚簸た壷1壷tあ

る技術の改善によるもので去るかぎ苧- そしてほとんどそうで重量と考えで

よかろうか - .各活軸分野で鞄零に盤塵性がよ鼻骨竜芸とは壇モー尊重季題

･労触対象に依存することか重い措勤舟野ほど華氏が鹿妻(,度単i:Å同車彊

斬そのものが主体となる倉野ほどモ虹がホ番い己皇妃奄竜竜t活動時簡藍垂垂妻

1社台だけで完結的t=行なわれでいると準える竜副書､括艶時蘭髭針量､訳者

から徒名へと丑心を捗す己とtEなる｡LかL_現男が専う飽純や毎日三豊睦車菅

に見た通りである.家庭内の活ihFjうち､社台的共同で帝を墓ば撞由紀等典塞

がる分野 ほ の条件はまた-技術の碓達によ専守ももたら奉れ毒が主が嘉島甘星

の分野の活動は､したがって社告化される聞き竜もっ,時勤時間転身とL軍見

れば.家庭内でのその分野の活動時間が減F3さ乱育､膏窮全部豊漁は呈甑が社

会的時間に題Å苦れる｡社会門T･Ed:この臆iTj骨折に追加的に時間転当か智垂れ

ら.そうした傾向は不断にある｡

とこ7)で､号の社会の技術水準の忠盛的聾展蛙､一方菅､這耗豊平春寒壁由

で個別に行なわれていた生産矧-1FTJうちのあるもF)にたいLT､故意的某同丁

行をうことか有利とな各条件蜜新海は奉呈墨中晦労や_看鈍は､堂塵嶺の壷円

周起宏を変えることによって～軽重的弗同君行曹弓三と串LilIぎ巨申垂馨も一誌

軌分野を生み出す寸も蚤考jh 両意の間藤は相好粥を建轄蘭窺琵義春i星亨し

て､-方f=患い官憲垂内かf-J故意鴨と穿き九号をもi萎動穿野舜重ねが重患と妻

も鑑,地方至芸おい苦社食か島貫露九と滑ら室孝弘雷(基経影身野flFJ覇fLが轟重き

後者にもl缶鞄るサ-E 3__斡惑動が費蓑虫_碁媒轟も墳 産山星と娃習重量三璽彊萎簸

よ う,

4. i-3.土の説明警手寿明与か監守専売と昼弓が_諾意郵{･-.g-j尋問堅慶 一

革ま故紙には直接埼寮憂感動藍獲得 F 叡重嬉叡鞍痢窒芽乱 舞:q振醇括Ei-r藤

着の塞穿内と社食舟qの空費凱 第3枚的堤軌 審尋監蚕璽向･載童車重署典

軒数府搾姦智銑 蒸せ内藤顛藤野J=--,礎 蓉軌,露盤藍盛塾藍墓塾珪畳妻ら-!章重

量要義墨9香魚法 王17gT3塾F)の牽劃菅轟や､童着意体重墳 墓尋専ら妄掌蚕室蓉重

罪 要望i=≡-



舟は比草としての意味しかもたぬものであることを考えるならば.それはむし

ろ当然のことである｡とすれば､これらのうちのどれかの丑を独立変数として

扱うことは誤まりであろう｡社会と家庭との間に国定的な境界を設けー家庭内

での諸活動､少なくとも加工 ･獲得活動を考寮の外におくこれまでの経済学の

方法は批判されなければならない｡これに開通して､家庭の中の営みにすべて

｢消現Jのレッテルをはって､あたかも家庭の中では直接の享受活動だけか行

われているかに見なす経済学のやり方も､余 りにも粗雑だといわぬばならない｡

私の説明は家庭内の諸活動から出発してそれの社会的共同化を説明したが､

まず社台的共同化された諸活動から出発する経済学の立場からは､家庭内の諸

活動を､ ｢潜在的な社台的清新｣としてとらえてもいい｡家庭内の諸活動を社

台的共同化されたそれと統一的に認蕗することは､現代において経済学の有効

性を高める上にも役立っはずである｡

資本主義経済の分析においてもー労助力供給､1労働日の労触時間､内部市

場の拡大余地､相対的剰余価値の増大可能性､ひいてはこの面からの資本主義

体制の生命力といった諸問題の解明か,この視角から大きく前進するはずであ

るし1日､社会主義経済の計画においても､活動時間の社会内と某艇内への分

割､それぞれの中での配分t必要充足水準といったものを一体として視野の中

におさめることなしには､有効な計画を樹てることは不可能なはずである.

り 本章は､ r経済の境界について- r内包的社会化Jまたは社会と景虎の同 一 ｣

と過して行沢･田中･平井 ･山口箱 r社会科学の方法と歴史Jミネルヴ丁書房､19

78年､に晃表したものに､そのさい拡幅の都合で別愛した部分を復話させて付け加

えたものである.

1〉 実践を媒介とする両者の関係の詳細については､出口重蔵 r現代における蛙哲学

史｣r経済富農J93(2)､(3)､(5)､1964年Zt3､5月 (のち､同 唱 ftの経済学史J､

ミネルヴ丁書房.196時 ､所収)､とくに9-10.49-50ページ (後者による)を奉軌

2) 前章の､とくに268-279.294-6<,;を参照.
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3) この ｢p--の某厘｣は､前掛 こ.DJLtいて rロビンソン2号京｣と呼んだものと同じ

である. ｢ロビンソン1号｣との差異やその意味など､詳しくはそこで見て頂きた

い.とくに､268-7317.

4) ｢われわれ｣か根本的実在で､ ｢われJと｢なんじ｣がそれからの派生勤である

とするのかL.ゴルドマンの立場であった.同 †人間の科学と哲学J汗水 ･川俣訳.

君波新富､1959年-1エペii以下､および出口弟蔵 r社会科学のひとつの立場｣r蛭群

論車j86(2).1960年8月､64ぺ17を参照.

5) ｢家庭内活軌｣のこの細目分課は､便互的に.El本放送協会放送世論調査所によ

る ｢E]民生活時間調査Jによった.同 r図説日本人の生活時間､1975JEl本放送出

版協会､1976年.14'ヾE.なお､この細目のうち ｢家庭の雑事｣には､ ｢鼠呂たき､

病人の看護｣か例示されている.

6) 他の網島的な理由は､これらの活動は個別的にもけっこうやっていけち_という

ことであろう.

7) モデルCに近づけば､この点はあいまいになる.家庭の共同拝としての捜能かず

っと後退し､各個件の独立性が大きくなるからである.

8) モデル且を現実の出発点とすることは妥当でない.正確には､モデルbのうちモ

デル且に近い変種を出先点におくべきだが､鋭明を簡単にするためにこのようにし

た.

g) マルクス学派以外をすべて近代接辞学派にまとめるのもいささか乱垂ならば､そ

れを一括してこう言い切ってしまうのも.さらに乱重なことかも知れない.近代経

済学で_直接に家庭をめ(･る詰問旭や家計の労働力供給の問題などを取り扱う論文

が急増しているのも事実T･ある.ただ.問軌 ま_それらが個別現象の具体的認iGの

地をまだあまり出ていない点にある.

10) ここで､各家庭ごとにその内部での各個件への時間配分への構造か異なりうる､

という間質が出てくるが､本鞘ではその間盟はとりあげない.

ll) 車稿では､分配の問題を横島的には入れていか ､.分配面からも考察すれば､裏

庭と社会との関係は､さらに複雑になる.
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⊂付 論 コ

教 育 - 労 働 力 再 生 産 の 1 要 栗 一 書)

- ｢教育の経済学｣の対象 ･方法 ･性格 -

(1) は じ め に

不幸にして､少な くとも日本においては､大多数の大学人にとって ｢紛争｣

の記憶としてのみあとをとどめているにすぎない大学問題は､じっさいは､そ

の底に潜む問題の広が り深さとともに､アメリカ ･フランス ･西 ドイツなど先

進資本主義国に共通 した現象である｡しかも一間盛は大学だけでな く､幼稚園

段階から大学院.さらには社会教育にまでいたっており､このこともまた､程

度の塞こそあれ､どの資本主在国にも当てはまる｡そこで､1967年10月には､

ウイ1)7ムズパーグ (7メ1Jカ)で ｢教育の世界的危機｣に関する国際会報か

聞かれ.世界50カ国からの教育関係者たちが姓まったのであった日｡

ところで.大学をふ くむ教育全体が､いわば教育そのものの立場から､ "問

題あるもの"として憂慮のまなざしで眺められるようになって乗 るそれより少

し前から.いまひとつの目が､しかし滑やかな日が.じっと教育に注がれ始め

ていた｡ほかならぬ "経済の目"かそれである｡断片的なもの､1局面だけを

とらえたものであれば､教育と娃講との関係についての認識は古 くから存在す

る｡だが､いまや､少な くとも教帝の側からみるならば､社食的存在としての

教育は全面的に経済の視謀のもとにさらされるにいたった｡1950年代の半ばご

ろから､ ｢教育の経済学 EconoLnicsofeducation,Bildu711S-Od.Erziehung

sOkonoDie｣か.新しい草間として自らの存在を自覚的に主張 し始め2)､Inter

nationalEconoEIicAssociationは､1963年にフランスのアンシー湖のほとり

で開いた会報の圭掛 こ ｢教育の掛 育｣を冠することによってーこれに認知を与

えた3)｡

ひと昔まえなら､それを口にするだけでも眉をひそめられそうな教育と経済

との結びつき - それかいまや草間的認議の対束 とさえなるにいたった理由は､
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前述の r教育の世界的危税｣机 戦後における教育需要の燥苑的な増大に既存

の制度が追いつけないという丑的側面にまず瑞を晃するものと見られていろり

ことからもうかがうことができる｡こうして.教育の危規の認識と r教育の経

済学｣の成立とは､じつは内面的に密接に結びついたものと見られなければな

らない.

この点はすでに一般に東認されていると考えていいかtただ.もうひとつ､

｢教育の経済学｣か成立して､教育と経済とのつながりが経済の側から自覚さ

れることによって､新たな危機 - いっそう本質的な危機 - が 教育の脚に

生じて来ていることについては､経済の側での反省は少ないのではなかろうか.

この点で_ ｢教育の経済学｣の性格なり､挽能なりが､明らかにされる必要か

ある｡あらかじめ､ひとつの事実を指摘しておこう｡現在この新しい学問分野

は急速に成長しつつあるが5㌧ その過程で特赦的なことは､ ｢教育の経済学｣

のそもそもの発端は､政市の経済的側面への関心であったのに81､現在C)｢教

育の経済学｣の急速な成長の主軸をなすものは､経済発展の軍国としての教育､

いわば経済の中での教育への附心である､ということである｡

このことについては､のちに詳しく見る洩全かあるか､さしあたって､この

事実から､ ｢教育の経済学｣と一括して呼ばれているものの中身が2元的であ

り､研究者の関心方向もまたそうだ､ということを指摘できる｡このことに対

応して､ ｢教育の経済学｣を経済学の1分科と考える立場､反対に､これを故

青学のなかの特殊部門と見なそうとする立場､この2つか成り立ち得る7)｡こ

れを見ると, ｢教育の娃摘草｣というのは､はたしてひとつのまとまりをもっ

た草間の分野なのだろうか､これの対束は何か､またいかなる方法を武豊にし

てこの対象に立ち向かおうとするのか､という疑問が生じて くるのは当然であ

ろう｡こうして. ｢教育の経済学｣の学問的性格が､検討すべき問題として出

てくる｡

いっぽんに､2個の領地名を重ねあわせて1個の学問名とするばあい､この

2個の領域名の結合の由兼は英にさまざまである｡ある英成規地 (たとえば､

法 ･経営)へある学問 (たとえば､医学 ･心理学)の認識成果を利用するばあ
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い (法医学 ･経営心理学)､ある草間 (経済学)の武器として他の学問 (数学)

の成果を利用するばあい (崖済数学),2価の学問 (生物学 ･物理学)の対象

領域が研究方法の進歩の結果､亜なり合うにいたったはあい (生物物理学)な

ど｡したがって ｢00-△△学J というものの学問的性格については､その名

称だけからは何事も判断することができず､そこにおいてじっさいに展開され

ている認蕗の内容を具体的に検討することが必要なのである｡ ｢教育の経済学J

についても同様で､以下に､これの対象ならびにその特性を換討することにし

よう｡

(2) ｢教育の経済学｣で扱われる詰問嬉

じっさいに ｢教育の綻研学Jの名のもとに論じられている内容を.おおざっ

ぱに分けると､つぎのようになろう8)｡

(1) 教育の貨用とそれの支弁

(～) 教育の職業 ･所得等への影響

(3) 教育サービスへの祐要と供給

(4) 教育の経済発展への影響

(5) 人的資本 ･叔再投資

(6) 教育書I画

これらを各項ごとにもう少し詳しく説明すれば､

(1) の中には.a) しっさいに支出されている栄用 (1人当り､1国の結軒.

教育段階ごと､など)､ b)個人所得および国民所得のうちでのそれの占

める比幸､ C)薬用の公私による負担割合､d)他の社全的草用との関係､

e)教育財政制度､f)国E,5比蛇､など､

(2) の中には､a)教育と就職機会.b)教育と個人所得､C)教育の分配

におよだす効果､など_

(3) の中には､a)教育サービスへの需要を決定する社会的要田､b)おな

じく個人的安臥 C)甫要の測定､d)謹巽の内訳 (人件巽 ･施設柴 ･教

材崇等)､e)学校教育の効率､教育の質と丑､など一
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(4) の中には､a)経済発展への教育の寄与の理論的解明､b)おなじく経

済史的なアプローチ (寄与率の測定など)､C)経済苑展に有効な教育の

葉と畳､など

(5) の中には.a) "人的資本"の概念､b)教育投資の効率 (社台的 .価

人的)など､

(6) の中には､a)先進国での教育計画､b)後進国での教育書十画､C)級

進国への教育扶助､など､

かふくまれる｡もちろん､以上は便宜的な艶明にすぎないから､それぞれの小

項目は.たんに記述的な研究にも､分析的な研究にもなり得るL､ちょっとだ

け視角を変えれば､すぐに他の大項目のもとに移っていくこともできる｡

つぎに､これらの諸問題の出てくる歴史的過程を､したがって ｢教育の佳活

字Jの成立の過程を見てみると､当然のことなから.はじめからこうした諸問

題がおたかいの関連を意識されながらいっせいに出て来た訳ではない｡この問

題群を眺めてすぐ気のつくことは､さきにもちょっと触れたところだが､ここ

にはたかいに異なった2つのl恥じ､方向か見られるということである.その1は､

教育という存在を一応眼前にすえたうえで､それに影背をもっかぎりでの経済

的側面を考えようというもので､他の 1は､科学技術と並ぶ生産要因として教

育の役割を見ようとするものである｡そして､それぞれの観点そのものは決し

て新しいものではない｡

｢教育の経済学｣の内容として上にあげた大項目の(1)-(3)は､もともと第

1の観点から撞起された問題群と見なすことかできるか.これらも､はじめの

段階は､教育財政制度ないし教育予算の茄､進学字､学校経世､学歴と職業 ･

所得､などについて､たんに状況を記述するにすぎなかった｡それが第2次大

戦後､教育の丑 .質の飛躍的増大とともに公 ･弘の教育婆モ支出か急増し.これ

をきっかけに､1950年代に入ってから､この面の多少とも経済学的な分析が始

まるにいたったのである9)｡ ｢教育の線描学｣のこの発展を経済学そのものの

先展になぞらえていえば､前者は-50年代になってやっと､ r国状学｣ないし

｢官措草｣の段階から近代的な軽詩学の段階に入った､と言える｡
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第2の観点は､おなじく大項目の(4)､(5)の問題群をふ くむが､これとても､

すでに古典学派 ･マルクス ･マーシャル川)などにも見ることはできる｡ただ､

彼らの考えの中にそういった観点が存在 しているということと､その就点かそ

れぞれの体系の中でどれだけ重要な役割を与えられていたかということとは､

別のことでありーむしろーこれらが撞済学の問題として強 く意碓されるように

なるためには､第2次大戦後において成長問題が撞済学界の関心の中心となっ

たこと､ならびに､科学技術革命を通じての生産過程の変革にともなう一定の

賓をそなえた各級労働力への箱芋の急増という2つの契機をまたねばならなか

った｡

こうして､第 1の観点からする ｢教育の経済学｣の発展､第2の観点にそっ

ての与れの重視は､じっは同一の歴史的事実をそれぞれの主要な背鼻として共

通にもっていることが分る｡第2次大戦後における教育需要の増大は､その原

因自身がまさしく経済学的にも分析されなければならないとしても､とにかく､

かの科学技術革命と矧称係でないことだけは確かである｡

ところで_第2の観点かひとたび成立すると､そのことによって ｢教育の経

済学｣にさらに1つの新しい様相かつけ加わることになる｡すなわち.第2の

視点を軸にしての両観点の結合､ないしは第2の観点からする第 ユの観点の包

摂という形での両省の結合の進行かこれである.ここに_第6項目の ｢教育計

画 ｣の問題か出て くる基礎が与えられる｡第 1の観点は､某朴な段階では.教

育にはどれだけの紫用かかかり､それは+分か不足か､またどこから支出され

ているか､などという形で聞損をっかまえようとしたにすぎなかったのに､今

や教再投資の視点かここに入って来て､教育にかかっている薬用の経済的効率

はどれだけか､投資の余地(.ままだあるのかないのか､国家を通じての投資か効

宰的か私的なそれかいいか､などといった形に間倍が変形されて くる｡つまり､

経済を日的､教育をその手段と見なす第2の観点か(1)-(3)の問題群について

も適用され.こうして,教市は掛 芹的存在としてのみ取 り扱われることに･なる.

なお､ ｢教育の経済学｣は資本主義国の専売特許ではな く､この方面での先

駆的な菜嘉削ま.むしろソ連において見られるといわれ1日､ ｢教育の経済学J
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にかんする合法も-国際経済学舎のそれに先立って.すでに1964年12月.モス

クワの国立教育研究所 (MGPI､レーニン研究所)で行なわれている12).

社会主在国でとりあげられている詰問軌 土､私掛 芹の分野がせまいた桝こ､資

本圭在国にくらべてかなり単純化されて､労働生産性の発展と教育 ･訓練との

関係を中心にしている｡そして当然のことながら､教育計画で問堕をしめくく

る構造になっている.ただ両体制間でのアプローチの仕方のもう1つのちかい

汰.資本主税国のばあいには､濃紫的には抽象的な価値 (佃栢)タームで評価

することになるのにたいして､社会主韓国のはあいには.具体的な使用摘値

(特定の質の労的力と特定の産菜における労働生産性の発展など)視点か強い

というところにあるように見える13)｡こうしたちかいの持っ意味を考えるに

は､少しつつこんだ牧打が必要であるので､本稿では､社会主我国での r教育

の経済学｣については,正面からとりあげることはしない｡

(3) ｢教育の堤防苧 ｣の対束とその構造

前節では r教育の撞措学｣でとりあげられている詰問粒を概硯したか､つぎ

には､それらの内的なっなかりをいま一段っっこんで検討してみよう｡

教育と経済とは､人間生活における2つの異なれる†剛直横地である｡われわ

れが教育において実現せんとする価値と.経軌 こおいて獲得せんとする佃値と

は､たかいに異質であるこ ｢教育の経済学｣においては､一方において_経済

は教育の価値を成就するための手段とみなされる.教育か目的であり､経済は

それへの手段となる｡経済的手段が豊かに与えられれば､教育は十分に発展す

る可能性の一部を与えられるが､それが不足すれば､教育活動は制約を受ける

ことになる.

他方においてー教育もまた経済価値を獲得するための手段と見なされる.午

度は撞講が目的であり､教育はそれへの手段となる｡教育活動かどのように行

なわれるかによって､経済は急速に発展する1条件を保証されたり､逆と制約

を受けたりする.両者はともに､相互に手段たり日的たる関係にある｡それゆ

え相互に発展を促進したり制約したりすることができる｡この関係は､簡単に
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軒 1回で示される｡

この相互依存の関係は､それか

近年とくに急速に深まって果たと

いう恵味では歴史的な側面をもつ

か､しかし､つぎに述べる理由か

ら､それはむしろ本質的なものだ
aT 1 回

と考えられなけ九.ln-Z'ならない｡

まず教育の側から説明するならば_教育にかぎらず.およそ人間か一定の目

的を違成しようと持続的な活動を行なうぼCあいには､その活頭加こさいして用い

られる物質的手段とともに_その持続的な括軌そのものを支える物架的手段.

生活手段を必要とする｡そして､こq)物質的な手段の郡寺は経招請軌を通L;て

行なわれる｡教育も､そうした活軸の1つとしてt経済の基礎の上に成立して

いることは否定できない｡

つぎに経済の側から教育を見ると､人間の経晴活軸の基底には､つねに生産

活動がある｡生産の主軸は労働である｡この労軌 ま､いかに原始的な労伽であ

っても､たんに物理的なエネルギーの放出にととまるものではない.労働か人

間の意弘的な行為として営まれるかぎり､それは神経系の鰯らきをも同時に伴

なわねばならない｡(1)所与の生産目的を達成するためには､いかなる物質を

どのような形態 ･性状にもたらしたらいいのかを知ること､(2)その物質をそ

のような形態 ･性状にもたらすには､その物質にどのように働らきかけたらい

いかを知ること.(3)みずからの筋骨系を用いてそのような触らきかけをじっ

さいに行なうこと､ 一 労働における神経系の機能を分析的に観察するならば､

大きく以上の3段階に分けることかできよう｡このうち第1､第2の過程はと

もに先験的なものではあり得ず､みずからの経敏か､さもなくば知弘の伝授に

よるほかはない｡このうちでt生産全般から見れば後者のウェイトが庄例的で

あり､しかもいよいよそうならざるをえない｡この知鼓の伝授か､ともかくも

教育と呼ばれるものでなければならない｡さらにー経験によるにせよ､個々の

軽験をひとっのまとまりをもった知能なり技術なりに変換することもまた､教
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青を通じて獲得した能力によら馴 ナれば､国難であろう｡第3の過程はt労働

用具の使用をふくんでおり､労働用具の複雑度には1本の棒切れから全自動工

作也揃にいたるまではなはだしい轟たりに応じて程度が異なるとは言いながら.

その使用についてはひとしく習熟か要求される｡この習熟には､じっさいの生

産過程の中でか､あるいは外でか､とにかく一定の訓練を経てはじめて到達{･

きるのであるか､しかも､労働用具が裡雑になればなるほど､習熟の前提とし

て要求される基礎的な知持なり能力なりの賃か高いものとなって くる｡これを

与えるものは-般教育機関による組主我的な教育である｡

ところでt労軌こおける神経系の触らきを考えるさいにいまひとつ見落とし

てならないことは､労噺過程はほとんどつねに多数の人間の協曲のなかで行な

われるという事実である｡このことは第 1に､生産にたずさわる人間同士のあ

いだでのコミュニケーションの必要を生じさせる｡この必要は､近代における

協軸の形態である分業 ･仏英のなかではいっそう切実なものである｡このコミ

ュニケーションが成立するためには､社告的分菜 ･協業であれ､工場内分菜 ･

協菜であれ､そのそれぞれの内部で共通の言葉はもちろんのこと､それらの言

葉によっていかなる事物か表現されるかについての共通の理解､さらにはそれ

ら詩事物間の総体的な関係についての共通なある程度の知識か必要になってく

る｡

第2に､発展した分藁体制を見ると､その分菜関係の中での放能の分化はい

ちじるしいものかある｡工場にあってはー管理 ･調整の穐能か直接に物賃を加

工する過程から事務 ･管理部門として独立している一方､社会にあっても.読

通 ･調整規能を専門に担当する詣ク1レープか独白に形成されている｡ライト･

ミルズのたくみな表現を用いるならば.このように直接に物質を加工する過程

から新たに分出されて果た労軌 ま､それまでの労肋か物質を取り扱うのにたい

して､人間や､文字 ･数字 ･固形 ･概念などのシンボルを対象にする労働であ

る14)､というふうに特色づけることかできる｡とくにシンボルは､体験によ

って直接に得られることのできない知的換作の対象である｡

分菜体制の発展に搾って現われて来た独自の焼結をもつ新しい労掛も､しか
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し､機能そのものとしては全く新しいものとする訳にはいかない｡いかに簡単

なものであれ､ともかくも分乗関係の中での生産が行なわれているかぎり､こ

れらの機能は萌芽的なものとして､乗分離の状態で一般的な労触過程の中にふ

くみこまれでいたのである｡

いずれにせよ､多数の人間の協仰の中で行なわれる労軌 ま､そのことによっ

て､それ特有の教育 ･訓練を必要とするのである｡そしてこの教育 ･訓練の槙

能それ自身も､もとはといえば､作業過程の中に埋没していとなまれていたも

のが､しだいに分離されて独自に社会的分業の一環を形成するにいたったもの

と考えなければならない｡

経済か本質的にも教育に依存するというのは､けっきょく､教育が労働力の

生産に不可欠の過程だという点にある｡教育か経済の手段であるというのもこ

の意味においてである｡

教育と淀済とのこの本質的な結びつきが､近年とみに強まって来ていること

も､以上の説FTfは､らあわせて理解されよう｡

これらの点をはっきりさせた上で､つぎに､教育と経済との関係を､もう1

磨.諾体的かつ具体的に見てみることにしよう｡

ただし.資本主査社台にあっては.経済は個々の商品生産者あるいは商品所

有者を通じて営まれるから､教育と掛 斉の関係も､それぞれが 1個の総体であ

るとしてとらえられた次元での関係と､個々の主体の行為の典まりとしてとら

えられた次元での関係とを区別して見ていく必要がある｡こうして､全体の開

床を見取図にすると第2回のようになる｡

1) Iの場面において､人口の一定部分が_教育を通じて特定の質をもっ

た労触力に変換される｡ (一般教育 ･専門教育 ･職菜教育の関係の問題

など｡)

2) Ⅰにおける教育活動には､それに応じて一定の資源が必要であり､そ

れの提供か ⅠⅠ.+Ⅰである｡社会的資源配分の問題としては､他の社会

的釆用項目との関係が問題となり､他面ーこの資源配分は教育の供給水

準を決定する｡
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耶 2 Lg)

3) この過程を個々の経済主体の立場から見るならば､Ⅲ-1であり.

教育への需要と教育渠負担の問過か出てくる｡ふつうの商品のばあいは､

それの購入者のみがそれの使用価値を享受しうるのだが､教育サービス

のばあいは､そのサービスの購入者以外にたいしても広く公共的便益を

およぽすという性賃もあって､教育菜の私的負担のみならず公的負担が

問題になるのである｡これらから教育への一五水準の需要か生じる｡一

般に教育の貿 (種類 ･水準など)と教育崇用との間には開通がある｡

4) 教育を身につけた人材､一定の巽を与えられた労触カか､いかなる産

某いかなる企菓いかなる職業にはいりこみ.どれだけの貨金を獲得する

か,か決まるのか Ⅰ-lVの過程､つまり労耐力の販売過程である｡う

けた教育の質との間の相関関係か問題になる｡

5) i-V は､これを全社全的に見るとともに､分配の前提としての生

産に視点を移したもので､ここでは､特定の巽をもった労地力が特定の

生産部門へ配置され､生鹿要式として機縫する.Ⅳでは労軸力の_便利 鵡

値か重要で､ここに提供される労働力群 (あるいは mzlpOTler,hutDanr

esources)と産某律遥なら-JL'に労蝕過程の性格との質的丑的な照応関係
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か問題になる｡

6) ところで､Ⅲ→Ⅰに Ⅰ-Ⅳ が接続することが醇語されるや.Ⅳは

Ⅳ一皿 の過程を撞て Ⅲ- Ⅰにはね返る｡Ⅲ一Ⅰはたんなる乗用の支

出という佳祐から投資という性格に移行することが可能になる｡生涯貸

金 ･所得の安定性の見込が教育需要に結びつく｡他方､現実の所得水準

もまた教育柴支出を左右する｡

7) Ⅰ→Ⅳ で高い教育か高い所得をもたらすということを塞返せば､ Ⅰ

･+Vで高度な貨の労触カ (hightalentI)anpOVer)か､一般的には高

い生産性をあらわすということである｡かくて､ここでも認蕗の上では

Ⅴ-I-lIの逆行過程が形成され､生産性と教育への資源配分とが リ

ンクされる｡投資観点の成立である｡他方､この資源配分は､社食の諾

生産高によって現実的に規定されている｡

8) 個人レベル ･社台レベルの双方で教育投資の思想が支配的になるとき.

学校経営にもまた効輩の原理を導入することを強 く要課し､これを他の

商品生産企菜と同様に故おうとする視角が成立する (狭義の教育産菜論､

教育財政学､学校経営学など)｡

9) さらに､これらの再生産過程の内容を意識的に方向づけようとすると

き.教育計画か要請されて くる｡

おそらく. ｢教育の経済学｣の名のもとに論じられる諸問題は､そのほとん

どすべてか､以上の中につくされているはずである｡

(4) ｢教育の経済学｣の性格

つぎに､ ｢教育の程活字｣の性指を見ると,まず何よりもその歴史性をあげ

なければならない｡もちろん､経済学そのもの､あるいはいっぽんに社告に関

する諸科学それ自体が､すでにして歴史性を帯びている.それらは､近代市民

社台の成立と結びついて生まれて来た草間である｡ r教育の経済学｣は､それ

らのなかでもさらに新しい学問であるとともに､その新しさの意味は他の社食
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諸科学のはあいとは異なっている｡なぜなら､他の社会諸科学の誕生か一定の

社会関係の発生と密接な関連をもっているのにたいし､ ｢教育の撞清華｣の草

間としての誕生は､むしろ､直接には､一定の技術的性格をもった生産力段階

と結びつけて考えられなければならないからである.市場の外延的拡大を主導

力とする掛 声発展の時代か終り､研究開先 ･技術革新が経済発展の主役の座を

占めるようになったとき､すでに見たように､経済のなかに占める教育の比重

か飛躍的に高まり､そのことか教育への需要の急増をもたらすことになる｡経

済と教育との関係かひじょうに密接なものとなってくる｡こうして､ ｢教育の

経済学｣は､対象それ自体か新たに現実のなかで具体的に生成されて来たため

に生じた草間である｡この点で､これは､研究の進化 ･発展か､これまでも存

在はしていたが未知であった局面を研究対束のなかに引きこんだ生物物理学の

ばあいとは､異なっている､と言わぬばならぬ｡

性椙の第2に移ろう｡しかし､生成されて来た対親は､これまで存在して来

た雇清華の対束 ･教育学の対束と何か異葉なものである､というのでもない｡

｢教育の淀折半｣か対象とする問題群を前茄のように整理するかぎり､そこで

扱われる詰問盟は､すべてこれまでの経済学の手法で解きうるものである｡も

ちろん､ある問題を具拝的に認識するにあたって具体的な教育過程についての

理解が前提されることはあるにしても､数再半の研究方法を要求されることも､

｢教育の経済学｣に特有の新たな方法か開発される必要もない｡

対象それ自身を見ても (第2図参照)_ Iは謹皆学の個別的な適用領域であ

り､II-+I､m-1は他の商品のばあいの需要 ･供給の問題と基本的には同

列に扱うことか可能であり.1-･V の大部分は成長理論または再生産論 ･蓄

硯論に､I-V の 1部と 1-Ⅳ は労触経済論の中へとそれぞれ分解して包

摂されうるものである｡こうして. ｢教育の経済学｣は､教育学の 1分科では

なくして.全面的に淀詩学に屈するものである｡

っぎに､そうであるとすれば.つまり_ ｢教育の経済学｣で扱われている諸

問題がこのように分解されて既存の経済学の各分科の中に包井!されてしまいう

るとすれば､掛 青草の l分科として ｢教育の縫済竿 ｣が成立しうる根拠ならぴ
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に硯瞳的な必要はどこにあるのだろうか｡1個の現実の経済システムを分析す

るさいには､価値的なものの循環の側面と並んでー使用価値的な側面を見るこ

とが必要であるが､その意味で､ r教育の経済学｣も､あたかも農菜姪済学な

どのように､特定の素材､つまり教育サービスをめく.る産菜論として､経済学

の1分科を構成しうると考えることは､必らずLも不都合ではない｡そして､

このことは､経済システムのなかでの教育の位置の理論的 ･現実的な重要性に

規定されているのであるけれども､他面では､この ｢教育の経済学｣という形

に集約された研究成果か､教育計画の立集というまさに実践的な課題にそのま

ま応えうるものであることによって一視橿的に要求されていることでもある｡

ここにt r教育の経済学｣の性格の第2として､その弓重い実岩的な性格を見て

とることかできる｡

当然のことなから､実践というものはつねに一定の立場､特定の価値基準と

分ちかたく結びついている｡それでは､ ｢教育の経済学Jのもつ実技的性指は､

いかなる立場と結びつきうるものなのだろうか｡これには､複数の可能性を考

えることかできる｡この点を､いま少し詳しく見ることにしょう｡

さきに.第3節で ｢教育の経済学｣にふくまれる諸問題を整哩したか､その

整理の仕方は_たしかに.現在におけるじっさいの教育と経済の関係､ならび

に現在における ｢教育の経済学｣内部での問題意識の状況からすれば正しいわ

けだが､本来的に考えれば､L:つは重要な問題をわざと切り捨てることになっ

ている.

もともと､教育は､生物的個休としての人間を社食的個体としてのそれに作

り変えることである｡社食的個体としての人間は多面的な機能を果たしうるも

のとされているか､とりわけ生産的穏掛 まその中でも中心をなすとともに大き

な部分を占めている｡この生産的塩能を果たしうる能力を概念的にとらえて労

軸力と呼べば､敢帝の主要な役割は､労軸力の生産にある､というふうにも言

うことができる｡だが､社台的個体としての人間に生産的以外の機能を認める

かぎり､教訊こも労幽力の生産と並んでそれ以外の役割をも承認せざるをえま

い｡もちろん.教育のこれら2つの役割は､つねに別個の相互に独立した教育
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過程の中に現われるのでもなければ､そうかといって､またつねに同一の教育

過程に現われるのでもない.あるときは独立した過程で､あるときは同一の過

程のなかで相互のウエイトを異にしなから現われてくる｡こうして､教育か労

助力の生産という機能を指標として2つの部分に分けて考えられることかでき

るとすれば､さきに示した第1回は､昔き改められなければなるまい｡教育が

経済の手段となるときは､そのうちの特定の柴をもったある部分だけか関係す

ることか示される必要かあるからだ｡

他面で､経済か教育の手段と

なるはあいにも､経済か全面的

にそうなるので放ない｡ただそ

のごくかざられた1部分だけか

教育にとっての手段となる｡こ

の点からも第1図の書き改めは
iTr･3 回

必要となる｡以上2つの点を入

れて第 1回を修正したものか第3図である｡教育と謹渚との目的 ･手段関係が

より具体的に示されることになる｡ただ､ここで､教育の1部か桂蹄の手段と

なる.あるいは経済の 1部が致青の手段となる､とおなじように言っても､千

の意味内容にはかなりのちかいかあることに注意せねばならぬ｡

教育か経済にとっての手段となるばあいは､教育から見れば､なんとも言う

ように.その労軸力の生産という焼能においてのみ､つまりある一定の質､一

定の側面においでのみそうなるのであるのにたいし.経済か教育にとっての手

段となるばあいは_撞清から見れば.たんにその丑的な 1部を教育のために割

き与えるにすぎないのである｡経済学の言葉でいえばtこの 1部は代替的な用

途をもっものということになる｡経済か他の何ものかにとっての手段となるの

は.いっぽんにこうした形においでである｡

教育と経済とか相互に日的たり手段たる問掛こおけるいまひとつのち_かいは､

教育か経済にとっての手段であるばあいには､経済を全体としてその目的とせ

ざるを得ないのにたいして､注汗が教育にとっての手投であるばあいには､か
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ならずLも教育の全体をその目的とする必要はなく､分離できるかぎりにおい

で､たとえば労助力育成の部分のみをそれの目的とすることか可絶であるとい

う点である｡

教育と経済とのこうした関係のなかでは､教育における労助力育成の側面の

方かそれ以外の側面よりもー経済を自己の手段とすることにおいてより容易で

あることはたやすく理解されよう15)｡事実もまたそうである｡日本の教育政

策における1つの転換を示したかに見えた1962年度の F数育自書』は､経済に

たいする教育の貢献を説いてt教育への資源配分の増加を求めるものであった

が16)､それは教育か経済に示した1つの婚態にすぎなかった｡しかし ｢産秦

社全の軍師｣は､もっと厳しく､経済への教育の全面的な奉仕を要求する｡

こうした観点から第2回を見なおすとき. ｢教育の経済学｣かとり扱う諸問

題の関連を示したこの図において､ ｢教育｣というのは､全面的にとりあげら

れた教育ではなく､労軸力を生産するかぎりでの教育ーそしてそのことを通じ

て生産と分配に影響をおよぼすかぎりでの教育にすぎないことが浮かびあがっ

てくる｡いいかえれば､ ｢教育の経済学｣の本来の視野の中には､教育の労働

力育成以外の面ははいって来ないのである日)｡

事実としてそうであるだけではない.そもそも r教育の経済学｣それ自体が､

教育と貴重清との相互作用の深化という事実に触発されて成立したものであった｡

してみれば､労助力育成以外の教育の側面は､たんに娃軌 ことっての甫貫を構

成するだけのことであるから､何もこと新しくこの新しい学問によって分析す

る必要はないわけである｡たとえ､この側面を経揖学的に分析する必要かある

にしても_それは他の文化的な生活請閉域か経軌ことっての粛要を珪供するの

とまったく同列にとり扱うべきものであってt教育だけを特別に扱うべき理由

はない｡

だから､ r教育の経済学｣を_1個q)埠系的な令体横道をもっものとして理解

するかぎり､そこで認識の対親となる教育は､.単軌丑q)_生産に畳立っかぎr)千

42､したがってそれ以外のEl的性を排除されているかぎりでの教育にすぎない

ということにならざるをえない｡他方､桂掛 ま､手段としては部分的に取り扱
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われるにすぎないか､目的としては全面的にはいりこんでいる｡

教育か､ ｢教育の経済学｣の中では､全面的に立ち現われることはないとい

うこと- このことは､教育にとっては致命的である｡なぜかといえば､教育

は1倍の統一的人格としての人間にかかわるものであるだけに､労噺力育成の

側面とその他の諸側面とに分けて目的を定立することはできない.そこにおい

て実現さるべきものは､複数の価値ではなく､単一の価値である.したがって､

r教育の珪肺草｣のなかで教育が労働力の育成というただその1つの側面にお

いてのみ現われるということは､とりもなおきず､目的としての敢青が失われ

て､手段としての教育だけが萱鳩していることを意味する｡

それゆえ､自己のこの存在構造についての自覚を欠いた ｢教育の経済学｣は､

必然的に.経済を目的.教育をそれへの手段として取り扱うことにならざるを

得ない.経済の領域か自立的な目的の領域として現われ､ ｢教育の経済学Jは

それへ奉仕するものとなる｡このことは､資本主義 ･社台主義のいずれの体制

のはあいにも言いうることだか､とくに社会の分裂をその木賃とする資本制の

もとにあっては､資本への奉仕を意味する｡こうした認識態度が浸遺してくる

と､現実にもー教育を経済の手段とのみ見なすことによって､教育の目的性を

破埴する傾向を生じさせる｡はじめに､ ｢訂教育の経済学Jか成立して､教育

と経済とのつながりか謹済の側から自覚されることによって,新たな危機が教

育の側に生じて来ている｣と述べたのは.じつはこのことを指しでいたのであ

ら.

かくてー一般的にいえ1.i'､ r教育の経済学｣は､経済の領地を､教育の､し

たがってまた直接に人間的な生活の傾城の上位におく価値的態度ときわめで容

易に結びつくものである｡これか ｢教育の経済学｣の英鞍的性格の 1つの可緒

的な側面である.と同時に､それはきわめて蓋然性の高い側面である｡

けれども､譜杜というものは､つねに双刃の剣である｡ ｢教育の経済学Jか

そこで取り扱う教育から労助力育成以外の白的部分を排除していることを明確

に語法し､そしてそのことをたんに1つの方法上の段階的な手統きの 1階梯と

見なすならば､ r教育の経済学Jで得られた認故を､教育の全体的な価値実現
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のために利用する方法が新たに開けて来ることになるはずであるt8).この点

に､ ｢教育の荘済学｣の実践的性格の第2の可能的な側面を兄いだすことがで

きる｡だが､この側面は意識的な努力を必要とする｡

(5) む す ぴ

おわりに､ r教育の経済学｣出現の経済学史的な意味について簡単にふれて

おこう｡いっぽんに､経済 (学)において人間か登場するばあいには､その人

間は主体としての人間である｡抽象的には ｢経済人｣､具体的には､資本家 ･

労働者 ･商人 ･農民 .洞襲者など｡人間という概念それ自体かすでに主体性を

その属性として合意していることを考えれば､このことは､ある意味では当然

である｡もっとも､このうち労幼者について見るならば､事情はちょっと禎雑

である｡

マルクスの経済理論においでは､労触者は労肋力という商品の所有者として

は自由な主体として市場に登場してくるのだかtひとたびその労触力を資本家

に売り渡してしまうならば､いまや労執着は他人に引き渡されたその労働力の

付属物としてtもっとも木賃的な活動力を奪われた､文字どおりの "肪抜け''

としてその姿を現わす｡かれは労働力の販売によって得た貨幣でもって生活手

段を見入れるさいもう1度その主体性をとり返すのだが､いずれにしても､労

鮒カを売らざるを得ないというそのことにおいて､すでに労働者を完全な意味

における経済主体とするわけにはいかないのである｡

しかし､このように言っても､初期マルクス涜に見れば､少なくとも生産の

外では.かれはまだ自分を人間的であると感じることかできる段階かあったは

ずである｡資本主掛 ま､労倣力の商品化の上に成り立っ体制である｡そのさい､

初期の資本にとっては､労軸力はそれ自体としても.また使用価値としてのそ

の質も､ともに自然に存在するものであるほかはなかった｡これを衷返して労

働者の側から見るならば.かれはまず人間であり､のちに人間でなくなる｡こ

の推移を媒介するものが労軸力の商品化である｡

ところ机 ｢教育の経済学｣か出現してくる段階では､労働者の非主脚 ヒは
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一段と進まざるをえない｡なぜなら､この段階では､労助力は商品化される前

にすでに商品として生産されていなければならないからだ.人的資源 ! マン

パワー ! 人的資本 ! 資本は労微力の消柴過程をわがものとしているだけで

はな く､特定の使用価値としての労轍カの生産過程をも自己の支配下におさめ

つつあることを意味する｡資本主義の初期か自然に存在する労助力を "採塊"

する段階であったとするならばtいまは､それを組織的に …cultivate"する

投階である｡

掛 芹学かこれまで直掛 こ考察の対象 としてきたものは_物質の社台的再生産

過程であった｡しかし､いまや人間の再生産過程もか社会的再生産過程として

営まれはじめるようになってきた｡ ｢教背の経済学Jは､まさしくこの事態を

反映している｡とすれば_それはまだ展開の余地を残 しているものと言うべき

であろう｡

I) 本荘は.｢r教育の撞済苧Jの対束.方法 ･塩梅｣と盟して r経済諸悪1107(Z/3)

-1971年2/3月､に掲載したものに_敷箇所の字句の修正を加えただけである.主

題は､人間と財の再生産を問盟とする第Ⅲ知に屈するかー扱う視角が厚理論的な他

の詰茸と異なるので､付論とした.同じ理由から､最近の研究動向を補うこともし

なかった.

lI philipH.C的J)bs.TheWorldeduCaticTla王crisis･asysteEnSana一ysis.1968.

p.vi.なLl､本番はこの全講をきっかけに書かれたものである.

2) HassoyonRecuB.AsDektederBildunESOkonoEBie,1969.S.5.なお､寺尾琢磨

r教育の経済学 - 教育軍の分析と効果 - 1同文館.1956年は_ r教育の経済学J

を冠した単行本としては､世界最初のものではなかろうか.ただ'し.TheWorld-ye

arbookofedu血 の1960年版の主跡まIEconDEDicsofeducatiDⅡ'であった.

ユ) この合法の記鰻は､つぎの書物となった.E.A.G.Robinson/∫.I.Vai:ey,ed.,皿阜

｣担皿旦些i_C_与.旦Lj_A_u_C卓上i_Dn･L_旦EQCiedinESOfaconfere71Cehe一dbytheTnter71ati

ollalEconoJ)iCAssociation,1966.

日 r学生以外のものは､すべて不足している.｣ Cooznbs.叩 .恥 . p.3.

5) r教育の経済学Jにかんして StanEord研究所が1963年に出した文献目録には､す
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{･に 1,150孟宗の文献名かあがって点り､また1964年に事実上の初版を出した H.Bl

augの文献目録 TheeconoEIicsoFeducatioTtは_66.68.70の3度にわたって

増補され_その収録文献丑も､420から､ほぼ 800.1,200､1,350(69年7月まで)

と増えたが､このうち50年代前半以前のものは､40溝程度だ.という.Vll.H.Y.

RecuJ),Op.Cit‥S.5;および､粛治元部握著 r教育と経済j教育学丑等 5､第

一法規,1970年､125べき.

8) たとえば､寺尾､前掲昔の副題を見よ.またイギtJスの代表的教育撞辞学者 JDh71

vaiZeyの最初の著書も､Thecosts8feducatiDr).1958,であった.

7) ｢教育の濯i#草｣の研究者でこうした方法的な側面に関心を寄せる人は少ない.

前記 InternatiomaLEconozqiCAssociationの圭講は第 1の立境と見なすことかで

きようが､第2の立場をとるものに前記の HassoYonRecuzDがある.

8) ｢教育の娃哲学Jまたは ｢教育と撞済Jという一粒的な題名をもつ､以下の単行

本および雑記の特典を参照した.寺尾琢磨､前掲昔 ;S.E.Harris,ed.."Highe

reducationinth巳UmitedStates-theeconロnicprobleJ)S".IheReviev ofEc

onoJ)icsandStatistics,SupplezaeTtt,1960;J.Vai2ey.TheecロTIDJ)iCS Ofeduc

亘主上旦払 1962;T.N.SchLLltz.TheeconOZhcvalueofeducation,1963.滑水轟

弘訳 r教背の経済価値J1964年;E.A.G.Robinson/∫.E.Vaizey,op.Bit.;V.

A.Zhad]in(ed.良tT.byH.J.Noah).Theect]nmics8feducatio71intheLl.

Si呈上且L,1969(原過 :Aktual'nvevol,rOSyeekQnOmikinaro血 旦EM _btazo旦aniia=,

1966);H.Y.ReculLOp.CH.;隅谷三音男 r教育の経済学A生活と経済学､10､

読売新聞社-197D年 ;粛治元廊編著.前掲書.

9) たとえば.Cf.∫.Wisenan,'LTheecロrIロロicsofeducatio71日.scottishJournal

ofPoliticalEconoDy.叩l.6,1959-2.p.48.

tO) これらを放り破っている文献に､W.L.Xil工er.uTheecP71DJ)icsqfeducationin

EnglishclassicalecoJ10血 cs".southernEcOnOnlicJoumaL,vol.32.no,3.

1966-1;R･BlaTldy.I.HarshallロnhllmnCapital-aJlロteP,Jollrnalofpolitic

alEconoEay,VOll75,no･6.1967112,がある.

ll) E.A･G･加binsm/J･EIVaizeyed‥ 旦卑し耳it..p.xv.なお､同書には､1924

年に雷かれたストルーミリンのつぎの論文か収録されている.S.G.Stmqilin.

L.TheecnnOEqicsiEnifica71CeOfnationalcducationp.

IH V.A.ZhazLin.optCit.,叩.Y andxiii_

t3) 以上のことは･V･A･ZhaJDin,帖 .の内管から一応うかがわれる机 さらに

同著の付録となっている r致背の撞清華の将来の研究諌娼｣の一覧表を見れば､い
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つそうはっきりする.この リストはモスクワの国立教育研究所 (レ-ニン研究所)

によって作成され､教育担当相の軌告の形で､関係の大学芋部 ･研究機関に送られ

たもので､全部で61個の研究課題をふくんでいる｡

1り W.ミルズ､杉政孝訳 rホワイト･カラーJ1957年.54べ,J7.

15) この点は､濃密にいえば論証が必要である.

16) 文部省 r日本の成長と教育 一 教育の展開と経済の先達 - 11962年11月.

17) っぎの書物は､むしろそのことを研究の自覚的な出先点としている｡北海辻大草

教育経済研究全編 r経済と教育 - 教育経済研究序説 - J東洋館出版社､1964年｡

18) ここの叙述では､教育の慣地と堤防の領域とが2元的に対立するかのごとくにな

っているか､経済はもともと手放価値の頑軌 こ属すべきものであり.両者は対等の

対立関係ではない.とはいいなから､撞i刑ま数行にたいしてのみ手段であるわけで

はなく_経済から見れば､教育も人間生活のたんなる1慣城として多 くの可旭的な

話目的の 1つにすぎない.したがって､故青と堤防との関係だけを取りだしてくる

と､桂折はtdl叙的に人間生活一般を丑かにするものという一般性をもって現われ､

督逆的なもを代表する立場に立っのにたいし､教育は特殊性の立場に追いやられて

しまう｡けっきよく.いかなる価値通釈を行なうかは､人間生活の全領也を相互に

比較することによってはじめて可能となるものであって_教育と経済とだけを対立

させて見てもはt=まらない.

19) 基喋的な作菜としては､現実の娃iHと教帝との関係.またはある敦帝政プ軌こおい

て､撞講的価値と教育的価値とかどのような関わり合い方をしているか､またその

さい客祝的にはどのような価値過択か行われていることになるのかを､はっきり示

すことが必要になる.ただ.この点になると､この方面の研究者には経済学の知曲

に加えて教育学の訓練も必要とされることになろう｡

2D) 資本主糞の段階規定を.原論の次元では､この視角から試みる必要かあろう.

2日 このことは､資本制のもとにあっては､資本かいよいよ深 く労肋を自己の支配下

に取り入れることを意味している.しかし.それによって､資本対労肋の対立の鳩

も､物架的生産の塙から人間生産の喝_教育の鳩へと広がることになる｡ただ対立

の形態は異なったものにならざるをえない.教育界における近年の対立 ･紛争も_

この視角から整理する必要かある.柴田進牛 ･平川俊彦 ｢大草の現状と展望｣r謹
済評論j1965年11月-66年12月､はこうした試みの 1つであった.
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