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経済学史の意義 

はじめに 
本講義では欧米を中心とした経済学の歴史を扱う。さて、「現在の経済学だけを学べば十分ではないか？」、「過去の
経済学説を学ぶ意義はどこにあるのか？」このような疑問を抱く学生も多いであろう。 

学問史一般の意義 

経済学に限らず学問一般について、ある学問の歴史を学ぶ意義として、学問体系の見取り図を描くという役割を指摘

することができる。ある学問分野を勉強する方法として、評論家の立花隆は次のように言っている。  

「ぜひとも欠かせないのは、その学問の歴史、学説史、思想史である。一つの学問の世界に入ってい
くとき、まず何よりも必要なのは、その世界全体のパースペクティブを手早く頭の中に入れてしまうこと
である。その学問が何をどう問題にしているのか。その問題への切り込み方－－方法論はどうしている
か。その学問によって、何が分かっており、何が分かっていないのか。 .... 人間のいかなる学問も常に
未完のものであり、”何を”と”どう”は、突っ込んで考えてみると便宜的に含意されているだけのものに
すぎない。だから、どの学問でも、壁にぶつかっていきづまると、もう一度”何を”と”どう”が問い直され
ることになる。そして、そのどちらか、あるいは両方のワク組が変更されて、学問は改めて発展する。こ
れがたいていの学問の歴史である。その辺のところを一番よく教えてくれるのが、学問史、学説史であ
る。」（『ぼくはこんな本を読んできた』文芸春秋1995年,67-68頁）  

その学問が何を、どのように問題にしているかを、歴史をたどることで理解できるというのである。  

経済学の特殊性 

地質学史や物理学史などの学問史と比較して、経済学史にはより積極的な役割がある。事実、経済学史の研究者は

他の学問史と比較して圧倒的に人数が多いし、わが国のほとんどの経済学部で経済学史の講義が行われている。経

済学史が重要視されてきた理由の一つとして、経済学には相異なる学説が併存していることをあげることができる。ど

の学問分野でも、学説の対立は存在するが、経済学の場合には、他の学問とはかなり性格が異なる。結論や仮説の

違いだけではなく、そもそも何を学問分野の対象とするのか、あるいは分析の目的が何かということが全く異なるのであ

る。  

時代や国によって支配的な学説は存在する。しかし、どの学説が「正しい」ということは言えないのである。また、どれが

新しい学説でどれが古い学説であるかも簡単には言えない。一度は滅びたように思われた学説が、何世紀も経ってか

ら復活することさえある。こうした経済学の特殊性があるから、経済学の全体を見渡す経済学史が重視されてきたので

ある。  

２種類の経済学史 

経済を対象にする学問が経済学である。経済学をさらに対象にするのが経済学史である。つまり経済学史はメタ・レベ

ルの学問ということになる。ここではもう一段レベルをあげて経済学史そのものを対象にしてみよう。経済学の歴史をとり

あげた書物をひもとけば、経済学史にも２種類あることが分かる。それぞれ「絶対主義的な経済学史」と「相対主義的な

経済学史」などと呼ばれたりする。  

絶対主義的な経済学史は、経済学の歴史をある一つの完成した理論に向かって進歩してきた歴史として扱ったもので

ある。この立場では、理論の発展史として学説史が扱われるために理解しやすいというメリットがある。しかし、一つの

「正しい」学説を前提としているために、多様な経済学説の発展は一つの方向を除けば全て違った潮流の発生と見な

されることになる。  

絶対主義を代表する経済学史が、マルクスの遺作『剰余価値学説史』である。そこではマルクス自身
の『資本論』を規準として、ケネー、スミス、リカードウの経済学説がそれぞれの限界を乗り越えて『資本
論』へと発展してくる歴史が描かれている。またシュンペーターの遺作『経済分析の歴史』も一般均衡
論を中心とする新古典派経済学を基準にして経済学の歴史を描いた絶対主義の経済学史である。  

相対主義的な経済学史は、それぞれの時代の経済学者が、どのような問題を見出し、どのような文化や思想の背景を

もとにそれを説明し、また解決策を提示したかを問題にする。この立場では、優越を問う前に学説の分化は分化そのも

のとして考察されることになる。本講義は主に後者の立場に立っている。  

補足：だまし絵 

だまし絵（多義図形）を眺めてみよう。片方の像が浮き上がると、別の像が見えにくくなる。もちろん、一方の像が正し

く、他方の像が間違いということをない。これがだまし絵のおもしろいところである。  
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個人の趣味（？）だけではなく、文化的・社会的要因によっても見え方は異なってくるはずだ。「ネッカーの図形」はどち

らを手前に見るかというだまし絵である。だが、より根源的な問いを含んでいる。そもそもなぜ立方体（直方体）の透視

図として認識できるのだろうか？もし、透視図を利用しない文化圏にいれば、透視図という見方そのものが成立しない

はずである。逆に、われわれはこれを立方体の透視図として以外に、たとえば平面上の線分の集まりとして眺めること

は困難である。透視図を利用する日常生活や学校教育がこのような見え方を支えているといえよう。  

経済という図にも、いろいろな表れ方＝眺め方（＝経済学）があるはずである。いろいろな表れ方はいろいろな隠れ方

でもある。こうした表れ方や隠れ方を探るのが経済学史ということになる。  

図版 http://www.h5.dion.ne.jp/~tokiyuji/kagakuron.html より 

補足：商品経済 

通常、経済学といえば商品経済を対象にした学問ということになる。商品経済とは大雑把に言えば、誰からも強制され

ることなく自由に商品を売買することで成立する経済のことである。商品経済は部分的には紀元前から存在するが、そ

れが支配的となる時代はヨーロッパでは16、17世紀ごろからである。つまり経済学の対象となる商品経済が、400年か

せいぜい500年程度の歴史しかないことになる。したがって通常の経済学史は１７、１８世紀の経済学者から話をはじめ

るのが普通である。しかし、この講義では紀元前４、５世紀から話をはじめる。このように古い時代に遡るのは、経済学

が成立する以前の社会の見方を視野に入れることで、経済学という一つの社会の見方の特質を明らかにするためであ

る。  

ここで商品経済の展開の様相をごく大まかに整理しておく。紀元前４，５世紀ごろの古代ギリシャでは徐々に商品経済

が展開し始めていた。その後のローマ帝国の時代に商品経済はさらに発展する。しかし、ゲルマン民族の大移動が引

き金となり４世紀末にローマ帝国は崩壊し、ヨーロッパは長い中世に突入する。異民族の侵入が商品流通を妨げたた

めに、中世になると商品経済は衰退していく。代わりに発展したのが、自給自足を基盤とする封建制である。領土防衛

あるいは拡張のために発展した軍事機構と、農村経済とが土地を媒介にして結合した経済=軍事システムと見なすこと

ができる。封建制が最も発展したのが１２世紀ごろである。  

このころになると、地中海やバルト海を舞台にした遠隔地交易の中で商品流通が活発化してくる。やがて商品経済は

農村にも波及し封建制を掘り崩す役割を果たしていくことになる。封建制の崩壊とともに身分制社会はゆるぎはじめ、

身分的には対等で経済活動の自由が与えられた人々からなる市民社会が形成されていく。多数いた封建領主が没落

していくにつれて、安定した権力基盤を有する絶対王政が台頭してくる。次第に軍事機構は経済機構から独立してい

き、軍事を専門に担う常備軍制度が整えられていく。絶対王政は常備軍とともに政治機構としての官僚制を発展させ

ながら、経済基盤の担い手の一つである大商人たちを保護していく。商品経済の発展は国内だけではなく、15世紀末

からはじまる大航海時代によって世界規模で展開されていく。こうした時代背景のもとに、16世紀になると最初の経済

学説と一般に見なされる重商主義が登場してくることになる。  

古代ギリシャの経済思想 

経済学の語源 

さて、経済学とは何であるのか？このことを考えるために、ヨーロッパの思想的源流とされている紀元前３，４世紀ごろ
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のギリシャにまで遡って、経済への問いの起源を探ってみたい。とはいえ、ここで登場する「経済学」は、今日の経済学

とはかなり異質なものである。今日の経済学の特質を理解するために、経済学ならざる「経済学」を考察するのが、ここ

での目的である。  

「economy」という英語の語源はギリシャ語「オイコノミア」である。この言葉は、クセノフォン(BC.430-354ごろ)が用いたこ

とで知られる。この言葉は 「家」を意味する oikos と、「法律・法則」を意味する nomos を合成したものである。つま

り、自分の家産をいかに管理するか、というのがオイコノミアの原義であり、日本語では「家政」という言葉が最も近いよ

うに思われる。アリストテレスの引用などから分かるように、「家政」の延長としてポリス経済を把握していたのである。  

ポリス社会アテネの衰退 

古代ギリシャはいくつかのポリス（都市国家）からなっていた。代表的なポリスがアテネとスパルタである。  

古代ギリシャの中心であるアテネが最も栄えた時期は紀元前５世紀ごろであった。そのころの人口は、自由民が20万

人ぐらい、奴隷が10万人ぐらいであったと推定されている。ポリスの中心である都市と呼びうる部分は小さいが、アテネ

は全部で現在の佐賀県ぐらいの面積であった。市民の多くは土地を所有していた。労働は卑しいものと見なされ、労

働にたずさわるのは奴隷と下層市民であった。労働をしない市民は、政治や思索を行っていた。  

注意：奴隷といってもアメリカ南部の黒人奴隷とはだいぶ様相が異なる。今日で言えば、農地や作業
場で働く奉公人や女中などのイメージに近い。政治に参加する権利や裁判に訴える権利などの市民
権がないために「奴隷」と称されてきたが、大きな農園の管理を任されていた奴隷さえ存在していた。  

紀元前５世紀末から４世紀にかけて（B.C.431-404）、古代ギリシャの２大ポリスであるアテネとスパルタは２大勢力に分
かれてペロポネソス戦争を戦った。この戦争でスパルタが勝利し、アテネの衰退がはじまる。 

 

ペロポネソス戦争は表向きはアテネとスパルタとの戦争である。スパルタはペルシャと同盟を組んで戦
っており、戦争の実態はペルシャとアテネとの戦争であった。言い換えれば、ギリシャとオリエントの戦
いである。そのために戦後、ギリシャ全体が衰退へと向かっていくことになる。  

戦争の結果、アテネには貨幣経済が浸透し、外国人による土地の購入が許されたこともあって、土地を失う市民が増

え（→奴隷身分への転落）、市民間での貧富の格差が増大した。また、食糧供給地である植民地を失ったことにより、

食糧供給の制約が問題となった。  

プラトンやアリストテレスは衰退期のアテネに登場したことになる。彼らの課題は、アテネ社会の解体を
いかに食いとめるか、というところにあった。これが重要なポイント。  

プラトンの理想国家 

プラトン：B.C.427-347。ソクラテスの弟子。ソフィストと論争し、彼らが唱える知識（真理、正義、美など）
の相対性を批判した。プラトンのイデア論は後の西洋哲学に大きな影響を与える。主著『ソクラテスの
弁明』、『国家』など。以下、引用は『国家』岩波文庫。  
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プラトンは、衆愚政治に必然的に転化する政治形態として民主制を批判した。プラトンの師匠であるソクラテスはアテネ

の「民主的な」裁判制度によって冤罪で死刑となった。こうした経験が、大衆に対する懐疑の姿勢を生み出した一因と

言えよう。  

「『民主制国家は何を善と規定しているのですか？』『自由だ。...この自由こそ民主制国家が持ってい
る最も善きものであって、それゆえに生まれついての自由な人間が住むのに値するはこの国だけであ
る、と人が言うのを聞くだろう。』...『このような国家においては、必然的に自由の風潮はすみずみにま
で行きわたって、その極限に到らざるをえないのではないか？...個人の家の中にまで浸透していっ
て、ついには動物たちにいたるまで無政府状態に冒されざるをえないことになる』」(下巻pp.217-221)  

過度の自由の追求は過度の隷属状態を欲することになり、僭主独裁性を生み出すと予想した。プラトンの理想とした国
家では、政治は大衆ではなく哲学者が行うことになる。 

哲学者の階級：政治を行う階級で、美徳は知恵。 

軍人の階級：国家の防衛が仕事で、美徳は勇気 

労働者（奴隷）の階級：生産が仕事で、美徳は節制 

プラトンの論争相手であるソフィストたちは真理を売ることで生活を立てていた。まさに市場そのものがソフィストを成り

立たせていたと言える。知識を含めて自由に商品が売買される場である市場は、プラトンから見れば否定されるべきシ

ステムである。  

欲望の規制と共産社会 

■不必要な欲望 

欲望の拡大とそれにともなう消費の拡大こそが、今日の資本主義社会が発展するための原動力と言ってもよいだろう。

これに対してプラトンは欲望が展開されていくことを批判した。プラトンは「必要な欲望」と「不必要な欲望」とが分類でき

るとする。後者は抑え込むべき有害な欲望とされる。例えば、パンのような栄養摂取の観点から不可欠な食事に対する

欲望は「必要な欲望」、これに対して栄養としては不必要な「調味されたおかず」に対する欲望は「不必要な欲望」とし

ている。その区分は次のようにして行っている。  

「どうしても払いのけることのできない欲望は、正当に必要な欲望と呼ばれるだろう。...若いときから訓
練すれば取り除くことのできるような欲望、さらにわれわれの内にあって何一つ為にならず、場合によ
っては害をなすことさえあるような欲望、これら全ての欲望を不必要な欲望と言うならば、正しい呼び方
である。」(下巻p.208)  

■貨幣の使用禁止 

哲学者と軍人の階級においては、私有財産や貨幣の使用が禁止された。一種の共産主義社会と言える（奴隷は貨幣

の使用が容認されている）。それは土地を失ったことによる供給制約下で、社会秩序を維持する方法であったと言えよ

う。供給制約（ゼロサム社会）があれば、あるものが豊かになれば、必然的に他のものが没落する。それを防止する方

法がプラトンの共産社会ということになる。  

「神的な金銀の所有をこの世の金銀の所有によって混ぜ汚すのは神意にもとる。なぜなら、数多くの
不敬虔な罪が、多くの人々の間に流通している貨幣をめぐって為されてきたのである。...国民のうちで
彼らだけは金や銀の取り扱い触れることを許されない...。彼らが自ら私有の土地や、家屋や、貨幣を
所有するようになるときは、...彼ら自身も他の国民も、すでに滅びの寸前にまでひた走っているのであ
る。」(上巻p.258)  

「多くの人々から幸せだと羨ましがられることに惑わされて、財貨の山を際限なく積み上げることによ
り、これまた際限のない災いを抱え込むようなことはしないだろう。...財産の多寡によっていささかでも
国制を乱さないように、財産を増やしたり消費したりするだろう」(下巻p.299)  

■婦女子の共有と人口管理 

財産の共有制は婦女子の共有までも含んでいた。今日的には異様に思われるかもしれないが、家族制度を否定的に

見ていたスパルタでは、親子は引き離され、子供は社会的に育てられていた。プラトンもスパルタをモデルにしている

のである。  

「これら女たちのすべては、これら男たちすべての共有であり、誰か一人の女が一人の男と私的に同
棲することは、いかなる者もこれをしてはならないこと。さらに、子供たちもまた共有されるべきであり、
親が自分の子を知ることも、子が親を知ることも許されない。」(上巻p.361)  

婦女子の共有のねらいは人口管理にあった。供給制約のある社会では人口増大の余裕はない。そのために、一定数
の人口を維持せざるをえないからである。 
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「最もすぐれた男たちは最もすぐれた女たちと、できるだけしばしば交わらなければならないし、最も劣
った男たちと最も劣った女たちは、その逆でなければならない。」(上巻p.367)  

「守護者たちが戦争や病気やすべてそれに類することを考慮しながら、これらの人々の数を可能な限
り一定に保つように、そしてわれわれの国家ができるだけ大きくも小さくもならないようにするために。」
(上巻p.368)  

敗戦による農地の喪失がもたらした供給制約下での社会の維持が、プラトンの理想国家には投影されている。社会

（＝ポリス）のために個人が生きなければならず、欲望の展開など許されない社会が理想的な社会とされたのである。  

アリストテレス 

B.C.384-322。プラトンの弟子。しかし、イデア論批判にはじまり、プラトンと多くの点で意見を異にし
た。マケドニアのアレクサンドロス王の家庭教師。主著は『ニコマコス倫理学』、『政治学』など。『政治
学』では価値と使用価値との区別や貨幣の生成なども論じている。以下のページ数は岩波版『アリスト
テレス全集』による。  

■財産の共有制批判（プラトン批判） 
アリストテレスはプラトンの共有制を批判した。 

「財産はある意味では共有でなければならないが、しかし一般的に言って、それは私有でなければな
らない。というのは、財産への配慮が各個人の間に分けられていれば、お互いに不平を言い合わない
上に、各個人は自分自身のものに身を入れているように思うので、その配慮は一層増すことになるだ
ろう。」（p.47）  

■必要に応じた交換 

アリストテレスにおいてもプラトン同様に、欲望の有限性（必要な消費）という発想がある。  

「善き生活に必要とされる財の分量は無限ではないからである。」（p.22）  

しかしながら、必要を満たすための財の交換は許容される。ここには食料輸入の必要に迫られていたアテネ経済の実

状が反映されている。  

「最初の共同体（すなわち家）において、明らかに交換の術が働く余地はない。むしろその働きは共同
体がすでに一層拡大してのことである。なぜなら、前者の共同体に属する人々は何でも同じものを共
同で持っていたのであるが、後者の共同体の人々はいくつかの独立な家に分かれていたので、それ
ぞれ多くの異なったものを持っていた。そしてそれらの異なったものを必要とするところに従って、今日
なお野蛮な民族の多くがやっているように、物々交換によって自分のものと交換しなければならなくな
ったからである。...このような交換の術は自然に反したものではない。なぜならば、それは自然的な生
活の自立自足にとって足らないものを充たすためにのみ成立したからである。」（p.24）  

■「クレマティスティケ（取財術）」の禁止 
クレマティスティケ（＝金儲けを目的とした交換活動）は必要に応じた交換ではないから禁止される。それは人々を殖
財のために生きるようにさせてしまうからである。 

「貨幣が考案されると、やがて必要やむを得ない交換とは別の種類の取財術が生じてきた。すなわ
ち、商人的なものがそれである。」（p.25）  

「ある人は殖財が家政術の仕事と思われるようになる。そして貨幣からなる財産を失わぬようにしなけ
ればならないとか、無限に殖やさなければならない、と絶えず思うようになる。そしてこの気持ちの原因
は善く生きることではなくて、ただ生きることに熱中するところにある。この欲望は無限であるから、それ
を満足させる手段をもまた無限に欲することになる。」（p.26）  

普通の財に対する欲望には限度があるにしても、貨幣に対する欲望は無限のものになるとアリストテレスは考えてい
る。クレマティスティケが広まれば、人々は「善く生きる」、すなわち社会のために生きるのではなく、貨幣の増殖を目的
とした生き方をするようになるだろう。 

「自然にかなった術、自然にかなった富は別のものであり、それは家政術に属する。しかるに、商人の
術は財を作る仕方によってではなく、ただ財の交換によるだけのものだからである。そしてこれは、貨
幣に関係するものだと思われている。なぜならば、貨幣は交換の出発点であり、目的点でもあるからで
ある。さらに、この種の取財術から生じる富には限りがない。」（p.25）  

アリストテレスの議論に従えば、貨幣は交換の手段としてのみ容認され、利潤を得る手段としては否定されることにな
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る。つまり、マルクスの言う資本の一般的定式（Ｇ－Ｗ－Ｇ’）を否定したことになる。  

■利子の禁止 

商品を媒介せずに利子をとる貨幣の貸し付けは、最も否定されるべきものであった。利子の禁止はキリスト教圏で長く

継承されていくことになる。  

「憎んで最も当然なのは高利貸しである。なぜならば、貨幣は交換のために作られたものであるが、利
子は貨幣を一層多くするものだからである。したがって、これはクレマティスティケのうちで実は最も自
然に反したものである。」（p.29）  

■分配的正義と応報的正義 

古代ギリシャから現代まで、ヨーロッパの社会思想において「正義」の考察は重要なテーマであった。そこで正義の観

点から、アリストテレスの考えを整理しておく。アリストテレスは分配的正義と応報的正義の他に、是正的正義や比例的

正義等々何種類もの正義をあげており、諸正義間の関係はかなり複雑である。ここでは彼の主著『ニコマコス倫理学』

に即して、分配的正義と応報的正義だけを取り出して簡潔に整理しておく。  

各人の価値に応じて土地や穀物などの物資が分配されることを「分配的正義」とアリストテレスは呼ぶ。  

「分配における正しさは何らかの[人の]値打ちに従って定められなければならない、というのは誰もが
承認する原則である。」(『倫理』152頁)  

ポリス社会においては人は平等の価値を持つものではない、とアリストテレスは考えている。だから分配的正義は「平

等な」分配を実現するものではない。物の生産や交換に先立ってすでに決まっている各人の価値に応じた物（正確に

は名誉なども含まれる）の分配が問題なのである。各人が既存の身分を維持するのに必要な物を入手できている状態

が分配的正義が実現している状態と言える。分配的正義を現代風に説明すれば、各人の必要に応じて土地や穀物な

どの物資が分配されている状態ということになる。  

もう一つの正義が「応報的正義」である。これは物資の交換と結びついた正義である。アリストテレスは農夫と靴職人を

取り上げて、両者の製品を交換するときに「相互間の応報が実現されるのは、双方の間に平等が実現される」場合であ

ると説明し、次のように表現している。  

「正しさとは何らかの意味における利得と損失の中間であり、[交換の]前と後も等しいだけのものを持
つことである」（『倫理』157頁）  

交換前後で等しいのものを持つということから、ここでは一種の等価交換が含意されていると理解できる。『政治学』の

議論と重ねあわせるならば、次のように解釈することが可能である。  

○必要に応じた交換：Ｗ－Ｇ－Ｗ（等価交換＝応報的正義の実現） 

マルクス的に整理すれば、流通手段としての貨幣の使用は肯定されたが、価値増殖を目的とした貨幣
の資本への転化を否定したことになる。  

アリストテレスは「善く生きる」ことを忘却させるという理由からクレマティスティケを否定した。アリストテレスは明示しなか

ったが、クレマティスティケにはもう一つの問題がある。供給制約がある社会では、誰かが豊かになれば、必然的に誰

かが貧しくなる。つまり、クレマティスティケは既存の身分制秩序を破壊するように作用することになる。事実、アテネで

は土地を売却することで奴隷へと転落する自由民が発生し始めていた。こうした経済的な状況もアリストテレスの思想

に影響を与えていたはずである。  

さて、アリストテレスの正義論には一つの問題がある。応報的正義と分配的正義は必ずしも両立しえないという問題で

ある。この問題をアリストテレスがどのように考えていたのかははっきりしない。しかし、応報的正義よりも分配的正義が

優先されるべきものと述べているので、両者が必ずしも両立できないことを認識していたと考えてよさそうである。  

応報的正義では「等しいもの」の交換が前提されている。ただし、何をもって等しいのかが必ずしもは
っきりしない。アリストテレスは商品の価値について、労働価値説に近い議論を行っている場合もあれ
ば、今日の需給説に近い議論を行っている場合もある。興味深い議論ではあるが、ここでは「等しい金
額のもの」という曖昧なままですませることにする。  

■今日の視点から 
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アリストテレスはポリスを維持する術であるオイコノミアを肯定し、クレマティスティケの追求は否定されるべき人間のあり

方であった。今日の経済学の主流は、各自の利益の最大化を追求する市場を肯定する。それゆえ現代の論者の中に

は、経済学という名称を、クレマティスティクスに改めるべきだと主張するものもいる。  

 

 

 

キリスト教の経済思想 

はじめに 

原始キリスト教は聖書の誕生により、経典宗教として普遍的な性格を帯びてくる。しかし、２世紀ごろに完成したとされる

聖書は、当然のことながら時代的制約を受けている。聖書の教えと現実社会との整合性をどのようにはかるかがその後

の神学者たちの大きな課題になってくる。ここでは聖書と中世の偉大な神学者トマス・アクィナス、宗教改革を担ったル

ターを取り上げることにする。  

聖書の経済思想 

聖書には財産や金儲け、あるいは労働に関する記述がいくつか登場する。それらは必ずしも整合的に書かれているわ

けではないが、市場（営利活動）について否定的な見解が数多く見られる。その点では、アリストテレスなどの主張と類

似性がある。別の角度から言えば、聖書もアリストテレス同様に商業のうちに伝統的な共同体を解体させる作用を見い

出していた、と言えるであろう。さて、中世から宗教革命期にかけて、何人かの聖職者たちが経済に関する議論を行っ

ている。現実に広まりつつあった商品経済に対して、すなわち、聖書の教えと抵触しかねない現実に対して、どのよう

な理由で、そしてどの程度まで容認すべきか、これが聖職者たちに課せられた課題であった。  

厳密に聖書を問題にしようとするならば、テキストの成立事情を考察する必要がある。たとえば、新約
聖書に限定しても、紀元50年ごろに書かれたと推定されている「テサロニケの手紙」と150年ごろと推定
されている「ペテロ第二の手紙」とに異同があるのは当たり前であろう。また、後の聖職者に課せられた
のと同様に、聖書編集者たち自身も聖書成立以前の原始キリスト教と現実との整合という課題を意識
していたはずである。さらに旧約聖書にいたっては、紀元前７世紀ごろから紀元１世紀ごろという長大
な成立史がある。ここでは大まかに、２世紀ごろにはだいたいの編集が終了したテキストとして、経済
関連の記述をいくつか挙げておく。  

■神の財産 
「地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである」(詩篇 24-1) 

■貨幣・財産・貪欲 

「食事をするのは笑うため。ぶどう酒は人生を楽しませる。金銭はすべての必要に応じる。」(伝道者の書 10-19)  

「金銭を愛することが、あらゆる悪の根だからです。ある人たちは、金を追い求めたために、信仰から迷い出て、非常な

苦痛をもって自分を刺し通しました。」(テモテへの手紙 第一 6-10)  

「金持ちになりたがる人たちは、誘惑とわなと、また人を滅びと破滅に投げ入れる、愚かで、有害な多くの欲に陥りま

す。」 (テモテへの手紙 第一 6-9)  

「あなたがたにもう一度、告げます。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がもっとやさしい。」(マタイ

の福音書 19-24)  

「自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない」(申命記 17-17)  

「貧しい者は幸いです。神の国はあなたがたのものですから。」(ルカ 6-20)  

「弱いものを銀で買い、貧しいものを１足の靴で買い取り、くず麦を売るために。 ....このために地は震えていないだろう

か。」(アモス書 8-6)  

「金の好きなパリサイ人たちが、一部始終を聞いて、イエスをあざ笑っていた。イエスは彼らに言った。あなた方は人の

前で自分を正しいとする者です。しかし神は、あなたがたの心をご存知です。人間の間であがめられる者は、神の前で

憎まれ、嫌われます。」(ルカ 16-14)  
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■利息 

「外国人から利息をとってもよいが、あなたの同胞からは利息を取ってはならない。それは、あなたが入って行って、所

有しようとしている地で、あなたの神、主があなたの手のわざのすべてを祝福されるためである。(申命記 23-20)  

新約聖書の中には、旅行に出かける主人が下僕に金銭を預け、それを殖やさなかった下僕がとがめ
られる話が出てくる(マタイ25-27、ルカ19-23)。この比喩をもって、利息の正当性を主張しているとする
解釈が多いようである。しかし、下僕は利息の支払いを条件にして金銭を借りたわけではない。当該箇
所には、利息を支払う「銀行」の存在が説かれている。バビロン捕囚中のユダヤ人の間には金融機関
を営む者もいたようである。  

■貧しきもの 
「貧しい者が国のうちから絶えることはないであろうから、私はあなたに命じて言う。国のうちにいるあなたの兄弟の悩ん
でいる者と貧しい者に、必ずあなたの手を開かなければならない。」(申命記 15-11) 

トマス・アクィナス 

■トマスの時代 

12世紀ごろ荘園制を基盤とする典型的な封建制社会が完成したとされている。封建制社会は土地を媒介とした軍事・

経済システムということができる。農村内部では農奴と荘園領主という支配・服従関係が支配的であり、まだ商品経済

が十分に展開されていたわけではいない。しかし、この時期にはイタリア商人による地中海交易が展開されていたし、

また13世紀になると北ヨーロッパでハンザ同盟が成立していることからわかるように、都市部とりわけ海外貿易を担って

いた地域では商業活動が盛んになっていた。こうした商業活動が展開しつつあった時期にトマス・アクィナスは活躍し

た。  

トマス・アクィナス：1225-1274。南イタリア生まれ。中世キリスト教最大の神学者。主著は『神学大全』。
親の許しもないままにドミニコ修道会に入会したために、家族は脱会させるために彼を城の中に幽閉
した。そして美女を部屋に送り込み、色仕掛けで世俗社会に連れ戻そうとした。しかし、トマスは美女を
部屋から追い払い、ドミニコ会規則に従った生活を送ったという。真偽の程は定かではないが、有名な
逸話である。『神学大全』からの引用は創文社版による。  

トマスの時代は「ローマ法再発見」の時代でもある。ローマ帝国は商品経済をある程度発展させた。そのために商取引

や土地所有に関連する法律が整備されてゆく。いわゆるローマ法である。ローマ法は６世紀にローマ法大全として体

系化されるが、民族移動の影響でローマ帝国はすでに解体しており、ローマ法大全も断片を遺して消失していった。

10世紀終わりになると北イタリアのボローニャ大学で、それまで断片や抜粋の形でしか知られていなかった大全の再構

築が試みられていく。これを「ローマ法の再発見」とよぶ。  

当時の主要な神学者はスコラ学派（スコラ哲学）と呼ばれており、キリスト教の教義を合理的かつ体系的に説明しようと

していた。それは信仰と理性との調和をはかる試みといえる。その代表者がトマス・アクィナスである。トマスはアリストテ

レス哲学を取り込むことで、神学と法学の体系を構築したのである。主著『神学大全』は口述筆記による膨大な著作で

ある。学問的な討論形式をとっており、全部で600ほどの設問に対する解答と反論そして両論を比較検討する主文とい

う構成になっている。ここで論じられた自然法思想は後世に極めて大きな影響を残すことになる。「アクィナスの自然法

論は、かれの神学が中世の正統神学となったため、教会法などを通じて影響力をもった。そしてそれは、十六世紀に

スペインのサラマンカ大学を拠点としたひとびとによって再生され、近世へ橋渡しされることになった」(石部・笹倉『法の

歴史と思想』放送大学テキスト)。トマスはローマ法に対抗する法的規範の確立を目指していた。  

■人間観と社会制度 

トマス以前のキリスト教神学（アウグスティヌス 354-430など）においては、人間の社会制度は全て人間が犯した原罪

に対して神が与えた罰であると見なされていた。つまり原罪を犯す前の世界においては、人間が別の人間を支配する

政治権力や奴隷制度は存在していなかったと考えられていた。これらの制度は罪に根ざしたものであり、一種の罰と位

置づけられていた。これに対して中世後期に登場したトマスになると、原罪に社会制度の起源を求めようとする発想は

弱まってくる。人間が人間を支配する政治の必要性について次のように述べている。  

「人間は自然的に社会的動物である。だから原罪以前の状態においても、人間は社会の中で生活し
ていたであろう。しかし、多数者が集まって営む社会的生活は、もしもその中の誰かが権威を持って共
通善について配慮するのでなければ、存在しえないであろう。」（第1部96問第4項）  

このように原罪とは関係なく、社会の規模から政治制度の必要性を主張していることになる。この議論の典拠の一つと

してアリストテレスの『政治学』が挙げられている。アリストテレスは、「人間は社会的（ポリス的）動物」であるという有名な

命題を語った。この命題をトマスは、人間は本来、政治権力なくして社会を形成できる、という人間観を表明したものと
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解釈したのである。またアリストテレスの場合も政治の必要性を認めている。したがって、トマスの議論は旧来の神学思

想に対抗して、アリストテレス的な人間観を復興させたものと見なすことができる。  

後の時代のマキャベリやホッブズと比較するならば、トマスの人間観は近代への過渡的な性格を持つものと整理でき

る。というのは人間が社会的存在であることを前提にしながら、同時に政治の必要を説いているからである。例えば、ホ

ッブズにとって人間はもともと社会的な存在ではなく、生存のために闘争を繰り広げてしまう存在である。だからこそ、

強力な国家権力によって人々の闘争を抑え込み、社会を形成・維持することが不可欠であるという結論が導かれること

になる。  

さてトマスの引用にもどろう。「共通善」というのは共通の利益のことである。これはトマスの思想の最重要概念である。

法も政治も共通善を実現するために存在しなければならないのである。この共通善という考え方は、今日にまで及んで

いる重要な考え方である。  

■私有財産制度の容認 

聖書に述べられているように、万物は神の所有物である。だから、神は誰かに土地を与えたのではなく、万人に与えた

と考えられていた。こうした認識から、中世初期の自然法（教会法）では、財産は共有制こそが正しいという見方が支配

的であった。私有財産制度は政治制度と同様に、原罪に対する罰の一種と考えられていた。  

これに対して、トマスは私有制度を容認した。神が与えた法に従えば私有財産は認められない。しかし、人間が制定す

る実定法は神が与えた法を解釈したものであるから、神の法とは矛盾しない。したがって、実定法が認める私有財産制

度は容認されなければならない。このようにして旧来のキリスト教思想と現実との不一致を何とか整合させようとしたの

である。こうした議論を補強するために、共産制に対する私有財産制度のメリットを３点指摘している。おおよそはアリス

トテレスの反復となっていることを確認してもらいたい。  

「人間が固有のものを所有することは正当であるばかりでなく、次の３つの理由から人間生活のために
必要不可欠である。第一に、万人あるいは多数者に共有であるものよりも、自分だけの権能に属する
ものを取得することにより大きな配慮を払うからである。....第二に、ある物財を取得することについての
固有の配慮責任を課した方が、より秩序正しく処理されるからである。これに対して、誰彼の区別なし
に何でもかまわず取得できれば、混乱が生ずるであろう。第三に、このことによって各人が自分のもの
で満足している限り、人々の間により平和的な状態が維持されるからである。」（第2-2部設問66第２
項）  

要するに、(1)私有財産の方がその獲得に努力し、(2)共有財産だと混乱が生じ、(3)各人の私有財産に満足していれば

平和になる。これが私有財産を正当化する理由である。ただし、後の時代に「緊急〔請求〕権」と呼ばれるようになる、困

窮者の財産請求権という例外を明確に認めている。富者に施しを命じた聖書（テモテへの手紙第一第6章）を引用しな

がら、「緊急事態」には貧者に財産を分与することをトマスは当然の義務としている。それだけでなく、緊急事態におい

ては窃盗さえ許されるのである。  

「緊急必要性がきわめて緊迫かつ明白であって、その場にある物財でもって現在の緊急必要性に対
して対処しなければならないほどである場合には、...他人に物財をあからさまにであろうと、密かにで
あろうと取って自分の緊急性に対処することが許されるのである。このような行為は厳密にいって窃盗
ないし強奪にあたるともいえない。」（設問66第７項）  

私有財産制度を容認する後の論者は、緊急権の存在と私有財産制度との両立に頭を痛めることになる。  

■公正価格論 

私有財産制度を擁護した以上、その売買も当然のことながら容認される。ただし、自由な売買が許容されているわけで

はない。商品は公正な価格で売るべきであるというのが伝統的な教会法の考え方であった。トマスも公正価格論をとっ

ている。それが「均等」での売買という考え方である。  

「それゆえに、事物をそれの価値より高価に売るか、あるいは安価で買うことは、それ自体として不正で
あり、また許されないことである」（設問77第１項）  

しかし、公正価格が厳密に確定されないことも認めている。 

「事物の正しい価格は時として厳密に確定されず、むしろ何らかの推計に依存するものであり、したが
って僅少な付加もしくは減少は正義の均等を取り去るものとは思えない」(同上)  

■商取引の正当性 
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アリストテレスは利益を目的とした取財術を否定していた。トマスも利益それ自体を追求することは否定している。しか

し、「自分の労苦に対する給与」のようなものである「節度ある利益」をあげる限りでの商取引は正当なものとしている。  

「だが、商取引の目的である利得は、その本質のうちに何ら高潔もしくは必要不可欠という要素を含ん
でいないとはいえ、他方、その本質のうちに悪徳的もしくは特に対立するような要素は何ら含んではい
ない。ここからして、利得が何らかの必要不可欠な目的、あるいは高潔な目的にさえも秩序付けられる
ことを妨げるものは何もない。そして、このようにして商取引は正当なものたらしめられるのである。たと
えば、ある人が商取引において追求するところの節度ある利得を、 ....利得が目的であるかのように追
求するのではなく、むしろいわば自分の労苦に対する給与と見なすような場合がそうである。」（設問77
第4項）  

どの程度までの利益が「節度ある利益」なのかははっきりしないが、「正しい価格の半分の額を超えて詐取されたような

場合は、人定法といえども返還を強制する」と述べている。それゆえ、利益がコストの半分を超えれば「節度ある」ものと

はいえなくなることは間違いない。利益率を50％以下にすべきというこの議論は、ローマ法を踏襲したものであるが、

50％以下ならば許容範囲であると明言しているわけではない。  

トマスの公正価格論を整理するとおおよそ次のようになる。  

公正価格＝原材料費＋輸送費＋危険負担＋節度ある利益 

結局、トマスの議論は取引の形式的正当性に帰着してしまう。  

■交換的正義 

トマスはアリストテレスの応報的正義にほぼ相当するものとして、交換的正義を考えている。しかし、その内実には大き

な違いがある。アリストテレスでは、等価交換が応報的正義の内実であった。何をもって「等価」なのかははっきりしない

が、すくなくとも利益をあげること（取財術）は排除されていた。  

ところが、トマスの交換的正義においては、「節度ある利益」という限定があるものの利益が容認されている。事実、『神

学大全』において「均等」の中身は詳しく分析されていない。むしろ、交換について詳しく検討されているのは、正当な

取引の形式である。例えば、欠陥があることを知っていて売りつけたような場合には、その取引が無効になる、といった

ことが詳しく論じられているのである。自発的でインチキがない取引により決定される価格であれば、基本的には公正

な価格であると見なしていることになる。このようなトマスの考え方は、近代的な商業活動の容認へと大きく道を開いた

ことになる。二つの正義論についてトマスはアリストテレスにならって次のように述べている。  

「もし共同体に奉仕した人間に対して、彼の行った奉仕への報いとして何かが与えられるとすれば、そ
れは分配的正義ではなく、交換的正義に属することであろう。なぜならば、ある人が与えるものと受け
取るものとの間の均等が問題になるのは交換的正義であり、彼が受け取るものと他の人が受け取るも
のとの間の均等性が分配的正義に属するからである。」（設問61第4項）  

文言はほとんどアリストテレスと同じであるが、アリストテレスの応報的正義が「等価」であることを重視したのに対して、ト

マスの場合には実質的には「取引形式」が重視されていたと言えよう。  

■利子の徴収禁止 

当時のキリスト教世界では、時間は人間のものではなく、神のものであると考えられていた。そして、利子は時間が生み

出すものという認識があった。トマスもアリストテレス同様に利子は徴収してはならないと考えられていた。  

「貸した金のゆえに利子を受け取ることはそれ自体において不正なことである。 ....酒あるいは麦を貸
したものが二つの返還を求めたならば、 ――すなわち、一つは等しい物の返還、そしてもう一つは使
用の代金、つまり利子と呼ばれるもの――不正義の罪を犯すことになるのである。」 (設問78第１項)  

ただし、危険負担という観点からの、リスクプレミアムを容認している点は注意を要する。 

当時の冒険貸借では、危険負担という隠れ蓑を利用して、実質的には配当報酬をもたらす出資活動
が行われていた。このような活動に、株式会社の原型を見出す見解もある。  

ルターの経済思想 

ルター：1483-1546。中部ドイツの生まれ。父親は銅鉱山の所有者。雷におびえて神に助けを求めた
ことがきっかけとなり、修道会に入る。『キリスト者の自由』などの著作がある。  
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■宗教改革 
サン・ピエトロ寺院（現バチカンの中心）改修のためにローマ教会は免罪符を販売する。免罪符は神の全能性を否定
する冒涜であるとして、 1517年にドイツのルターは『95ｶ条の論題』でローマ教会を批判する。これに対して、ローマ教
皇はルターを破門する。反教皇派の諸侯はルター派を擁護し、ドイツ北部から北欧にかけてルター派が広まっていく。 

ルターの教義は神と人間の媒介者としてのローマ教会を否定し、カトリックのピラミッド的な世界像に代えて絶対神に向

き合う人間という図式を置いた。教会の権威に代わって持ち出されたのが、神の声＝聖書であった。この時期に普及し

た活版印刷機は、ルターの教えを実践するのに相応しい最先端のテクノロジーであった。  

宗教改革は教会組織に対して人間の地位を高めたと見ることができる。この点では近代的な側面を持っていた。他

方、予定調和論は、全能なる神の下での、人間に意思の自由はあるのか、という問題を投げかけた。(宗教改革につい

ては http://yanagi.web.infoseek.co.jp/history00/reformation.htm を参照せよ)  

■ルターの公正価格論 

ここではルターの『商取引と高利』(1524)によりながら、彼の経済思想を検討する（翻訳は『世界の名著』による）。  

ルターはまず商業活動の利己的な性格を批判する。  

「『私は自分の商品をできるかぎり高く売りたい』と商人たちが言うとき、それは彼らの最大の格言であ
り、あらゆる取引の基礎である。それが自分たちの権利であると彼らは考えている。かくして守銭奴に
機会が作られた、地獄へのすべての扉と窓が開かれた。それは全く次のように言っているのに他なら
ない。私は自分の隣人については何もかまわない。ただ、自分の利益と欲望が満たされていさえすれ
ば、自分の隣人に一度に十もの被害が起きようとも、それが私に何の関わりがあるというのだろう。この
ような格言が、単にキリスト教の愛にそむくばかりではなく、自然の法にも背いている...。かくして商取
引とは、他人の財産の強奪、窃盗以外の何ものでもない。」（p.336）  

このように伝統的に根強く続いてきた商業罪悪観を肯定するかのように、「商取引とは、他人の財産の強奪、窃盗以外
の何ものでもない」と極めて強い口調で商業を非難する。とはいえ、商業を否定することがルターのねらいではない。
むしろトマス・アクィナス流の公正価格論を用いることで、商業活動に正統な根拠を与えることにあった。 

「私は私の商品をできるかぎり、あるいは好きなだけ高く売りたい、と言うべきではない。そうではなく、
私は私の商品を私が当然そうすべき価格で、あるいは正しく公正な価格で売りたい、と言うべきであ
る。あなたが売るという行為は、あなたがあなたの隣人に対して行うわざであるから、あなたの隣人に損
害や不利益のないように行うべく、法や良心による規制を受けなければならない。」（p.337）  

公正価格での売買という限定を付けることで、利己的な活動に制約が設けられたことになる。ルターの公正価格の中
身は次のようなものである。 

「公正さとはどの程度であるとあなたは問うであろう。答え。もし一人の商人が彼の商品に対して彼が要
した費用を支払い、彼の努力と労力が報いられ、彼の危険が報いられるだけの程度の利益をえるなら
ば、それはまさしく公正なのである。世俗の政府当局がものの分かった正しい人々を任命して、すべて
の商品の費用を見積もらせ、それに従って商人たちがそれでもってやってゆけ、かつ適切な生計のか
てを得るのにちょうどよい程度の尺度と限界を決めさせるのが、最善な方法であろう。このような秩序が
期待されないとすれば、次善の方法として、一般の市場や国内で通常売買されているように、商品を
評価することからはじめよう。...私はこのような方法で獲得されるものを、正直に正当に獲得されたもの
と考える。」（p.338）  

この引用の前半に述べられていることは、費用＋利益＋リスク・プレミアムである。その内容はほぼトマス・アクィナスの
公正価格と同じであるといってよいだろう。引用の後半では、政府当局が費用を見積もることができない場合には、「通
常売買されている」価格を公正価格であると認めているのである。すなわち、公正価格の内実よりもむしろ、商業活動
によって形成される価格を公正なものとして、追認しているのである。こうした立場は、アクィナスの交換的正義にきわ
めて近いものということができる。 

もっともルターには公正価格の内実を問題にし、投下労働価値説を髣髴させるような議論もある。  

「商業と労働から獲得すべきあなたの報酬を、どのくらいに見積もるかに関しての一番良い方法は、あ
なたがそれに加えた労働の時間と大きさを数え測定し、そうでない何か別の仕事をしている一般の日
雇い労働者についてと同じだけをとるようにし、そのものが一日にどれだけを稼ぐかを見て、それに従
って、あなたがその商品を入手して運搬するのに何日を要したか、またどれほどの労働と危険が必要
であったかを数えることである。なぜならば、大きな労働と多くの時間は、またそれだけ多くの報酬を得
るべきだからである。」（p.339）  

ここで述べられていることは、労働量による価値の決定、という労働価値説である。とはいえ、この箇所は等しい労働に
対する賃金の均等を要求したものと読むことも可能である。 

12



■困窮者への施し 

ルターは全面的に利己的な商業社会を容認したわけではない。困窮者の扶助という当時の大きな社会的な問題に対

しては、次のように述べている。  

「人々は、困窮者たちが極度の困窮に至らない以上、彼らに与える義務はないというのである。...私た
ちは困窮者たちが餓死し、凍死し、身を滅ぼし、貧困や債務のために逃亡するようになるまで、与えも
しなければ助けもしないことを覚えるのである。だが、この狡猾な注釈や人をまどわす補足は、たった
一言でぺしゃんこになる。すなわち『人にしてもらいたく思うことを人にせよ』(ルカ6.31)と書かれている
のである。どんなばかだって、魂が自分から離れようとする瞬間まで、あるいは債務のために逃げ出さ
ざるをえなくなるまで、人から与えられることを望まず、もはやどうしようもなくなり、手遅れになってから
はじめて援助を請うという者はいないはずである。」（p.360）  

キリスト者の義務としての困窮者への施しは、当然のこととして認めている。トマス・アクィナスの場合には緊急請求権と
して、すなわち困窮者の権利として把握されていたものが、ここでは富者の義務として展開されているのである（後の自
然法学者プーフェンドルフが展開することになる議論の原型がここに見出される）。 

■利子容認 

ルターの経済思想は多くの点でアクィナスを踏襲したものであったということができるが、利子を容認したところに、アク

ィナスよりもさらに商業活動を認めようとする姿勢が強いことが分かる。近代化の担い手としてプロテスタンティズムを評

価する論者は、この利子容認をきわめて重視する。  

「もし、世の中の人たちがみな10パーセントを請求していても、教会関係の施設なら、もっと厳格に法を
守り、おそれつつ４、あるいは５パーセントをとるようにすべきである。彼らは世の人々の光となり、良き
模範を示さなければならないからである。だが、彼らはことをあべこべにし、神の戒めや神に仕えること
を放り出して、悪を行い、高利貸を営む自由を持とうと望んでいる。もし、あなたがあなたのやり方で神
に仕えようと思うならば、ともかくあなたの隣人を傷つけないように、また、神の戒めを守りながら神に仕
えなさい。 .... このようなわけで10分の１というのが利子の中では最善であり、この世の始めから用いら
れてきたのであり、古い掟の中で、神の掟と自然の法に従ったもっとも公正なものと賞賛され、認めら
れてきたものである。」（p.379）  

 

 

政治から経済へ 

「政治社会論」 

人間はなぜ社会を形成できるのか？人間をポリス的な動物と把握したアリストテレスならば、おそらく「そもそも社会を形

成できる動物が人間である」とでも答えたであろう。トマス・アクィナスならば、その根拠を神の創造の意図から説明した

に違いない。  

それまで自明な前提として存在していた旧来の道徳や宗教が揺らぎ始めると、この問いは根源的な問題提起となる。

近代のはじまりは、宗教や倫理に代えて、社会の存立を説明する新たな議論を必要としたことになる。ここでは、近代

のはじまりを告げるルネサンスと市民革命期に活躍した、マキャヴェリとホッブズを取り上げて、政治（統治）による社会

の成立という議論をながめておく。仮に両者の議論を「政治社会論」と呼ぶことにしよう。これに対して、市場経済が社

会を成立させるとする議論を「市場社会論」と呼ぶことにしよう。自然法思想を媒介にしながら、「政治社会論」はやがて

「市場社会論」によって乗り越えられていくことになる。「市場社会論」についてはアダム・スミスのところで検討すること

にしよう。  

マキャヴェリ 

■マキャヴェリの時代 

ヨーロッパと近東を結んだ地中海交易の中心地イタリアは、中世末期になると商業を発展させる。13世紀から15世紀ご

ろになるとこのイタリアにおいて人間性を重視する文化運動が起きる。古代ギリシャ・ローマの単なる反復ではないが、

範にしたのが古代ギリシャやローマの思想や芸術であったために、この運動はルネサンス（「再生」という意味）と呼ば

れる。中世のキリスト教的人間観・世界観からの解放を求めた運動であった。文学者ダンテ（『神曲』）、ボッカチオ（『デ

カメロン』）、美術家ダ・ビンチ、ミケランジェロ、ラファエロなどのイタリア人がこの運動の中心的な人物である。  

1320年ごろ完成したとされているダンテの『神曲』（『神聖喜劇』）は、大部の叙事詩である。地獄、煉
獄、天国の旅行記であるこの叙事詩は宗教的な作品である。とはいえ、自由なルネサンスの時代に書
かれた作品であるから、既存の宗教的権威に対しては批判的な描写がある。例えば、地獄に登場す
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る教皇の墓や、聖職売買の罪で罰を与えられている教皇の姿などである。「彼らはみな偉大なそして
著名な聖職者たちであることを承知しておくがよい。しかも同一の罪で世界を汚した者たちである。」
(第15話)  

マキャヴェリ(1469-1527)はルネサンス後期に登場してきた代表的な思想家である。当時のイタリアはフィレンツェやヴ

ェネチア、ナポリ、ローマ教会領などに分裂していた。そしてすでに国家統一を成し遂げていたフランスの脅威にさらさ

れていた。マキャヴェリは「花の都」として繁栄していたフィレンツェで活躍した。フィレンツェは織物工業が発展してお

り、イタリアの中でも最も発展した共和国であった。政治制度は共和制をえあったが、その実権は代々金融業者を営む

メディチ家によって握られていた。  

外交上の失敗からメディチ家の支配が動揺し、一時的に反メディチ派の僧侶サヴォナローラが実権を握る。しかし、サ

ヴォナローラが企てた民主制の復興は民衆の支持を失い、この「武力なき預言者」は広場で火刑に処せられてしまう

（1498）。この処刑から5日後にマキャヴェリはフィレンツェの書記官に任命され、軍制改革や外交にその手腕を発揮し

ていくことになる。  

マキャヴェリ：1469-1527。法律家の子供として生まれる。一応、貴族の出であったが、経済的には貧し
かった。反メディチ派として投獄されたり、隠棲を余儀なくされたりした。政治家として有能ではあった
が、政治の波に翻弄された一生を送った。主著『君主論』は1513年に完成したとされている。他に『政
略論（リウィウス論）』などがある。いずれもメディチ家に献呈されている。『君主論』は明治19年に翻訳
が登場している。当時の日本では、西洋版『韓非子』として、あるいは暴君に対する民衆への警告の
書として読まれたようである。引用は池田廉他訳『君主論』（『世界の名著』中央公論社）による。  

『君主論』は強力な独裁者による国家統一の必要を説いたものである。『君主論』は、優れた君主はいかにあるべきか、

という当時沢山書かれていた君主教育書の体裁をとっている。しかし、伝統的な倫理や宗教によるのではなく、現実の

人間性を前提にした議論となっており、きわめて衝撃的な書物であった。一般に公刊されたのはマキャヴェリの死後、

1532年であるが、公刊されるとすぐに全ヨーロッパからマキャヴェリは「人類の敵」、「悪魔」と激しい非難を浴びせられる

ことになる。  

■人間観 

マキャヴェリ自身の主要な関心は、国家の興亡であって、その後の思想家のように社会がいかに形成されるかについ

て原理的に考察しているわけではない。だが、その背景には「中世的な束縛から自由になった個人」は、力による統治

なしで社会を編成できない、というクールな認識があった。マキャヴェリにとっての人間は、自分の利害のためには恩義

や愛情などを捨て去ってしまう存在である。限りを知らない欲望の増大が、人間を邪悪な存在たらしめる原因と見てい

た。様々な著作で、人間が「邪悪な存在」であることを繰り返している。だから人間を自由な状態にしておけば、その

「悪性」を発揮し、混乱と無秩序をもたらすだけに終わってしまう。  

「人間は恐れている者よりも、愛情を感じていたものを容赦なく傷つけるものである。この理由は、がん
らい人は邪悪であるから、たんに恩義の絆でつながれている愛情などは、自分の利害が絡む機会が
起きれば、すぐにでも断ち切ってしまうものだからである。」（17章）  

「もし人間がすべて善人であるならば、このような〔信義を守るなという〕勧告は好ましくないであろう。し
かし、人間は邪悪で君主に対する信義を守らないのであるから君主もまたそれを守る必要はない。」
(18章)  

■君主論 

彼の名に由来する「マキャヴェリズム」という言葉は、日本語では「権謀術数」の意味で使用される。事実、『君主論』

は、恐怖と奸策による統治を君主に薦めている。  

「君主は自らの臣民の団結と自らに対する忠誠とを維持するためには残酷だという汚名を気にかける
べきではない。実際あまりにも慈悲深いためかえって混乱状態を招き、殺戮と略奪とを放置する君主と
比較して、彼はきわめて少ない処罰を行うだけであるからより慈悲深いことになろう」（17章）  

「現代の経験の教えるところによると、信義などまるで意に介さず、奸策を用いて人々の頭脳を混乱さ
せた君主が、かえって大事業をなしとげている。しかも、結局は、彼らの方が信義にもとづく君主たちを
圧倒してきていることがわかる。」（18章）  

注意しなければならないのは、マキャヴェリが対象とせざるをえなかった社会と人間の新しいあり方である。それは古代

ギリシャや中世の社会ではない。トマス・アクィナスの議論とマキャヴェリ『君主論』を比較した政治学者の佐々木毅は、

マキャヴェリの特徴を次のように述べている。  
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「第三に倫理学は政治学と無縁のものとして現れ、治者に関しても臣民に関しても統治と倫理的価値
との一体性はまったく見られない。第四に聖トマスにおいて支配問題が一つの政治的共同体を前提
にし、その枠内で考えられていたのに対して、『君主論』ではかかる政治的共同体はまったく姿を消
し、相互になんらの共通項をもたない君主と臣民との関係がすべてとなる」 (佐々木毅『マキアヴェッ
リ』,175頁)。  

人々は何らかの共通の理念や価値観を持つ共同体に属する存在ではない。だからアリストテレスのように、ポリスのた

めに生きることは人々の自明の前提とは言えないのである。当然のことながら、倫理と政治を一体のものとして把握す

ることは不可能となっている。「善く生きる」という倫理的な目的から切り離されて、政治はあくまで人々を統治する（支配

する）手段として位置づけられているのである。  

とはいえ、中世的な共同体の崩壊をマキャヴェリは悲観的に見ていたのではない。宗教から自由になった人間、言い

換えれば、神から自由を与えられた人間を、ルネサンスの思想家マキャヴェリは歓迎している。  

「神がなにもかもなさろうとしないのは、ただわれわれから自由な意欲をとりあげてしまったり、われわれ
人間のものであるいささかの光栄をとりあげようとはなさらないからである。」（26章）  

「自然の力によって、あるいは超自然の力（宗教）によって、政治秩序を形成していくのではない。共通の目的を失い、

利己的でばらばらになった人間が、あくまでも自分自身の力によって、時には、強制的に（暴力的に）政治秩序を、国

内でも、対外的にも形成していかざるをえない」（菊池理夫「マキャヴェリ」、中谷他編『西洋政治思想』所収）。ここに近

代的な人間を前提とした、近代的な政治思想の出発点がある。  

ここでは権謀術数の側面だけからマキャヴェリをとりあげる。しかし、マキャヴェリにはもう一つの顔があ
る。徳を重んじる生き方や民主制を擁護した側面である。近年の思想史では後者の側面が重視され
ている（シヴィック・ヒューマニズム）。興味のあるものはスキナー『マキャベッリ』未来社を参照された
い。  

ホッブズ  

「市民社会 （civil society）」という言葉は17世紀のイギリスで生まれたものと言われている。この「市民（citizen）」には、

第一に「自然」や「野蛮」に対する「文明」という意味が、第二に教会や軍隊に対する「一般人」という意味がある。つま

り、「市民社会」には文明社会という意味と、それまでの精神的な支配者であったカトリック教会からの脱却、それまでの

政治的な支配者であった領主権力からの脱却という意味が含まれている。市民社会がいかにすれば社会として成立

するかを考察した論者として、社会契約論で知られるイギリスのホッブズ(1588-1679)を取り上げておこう。ホッブズはマ

キャヴェリ的な人間像を前提にしながら、過去と一切無縁の「自然状態」を想定することで社会の成立を原理的に考察

しえたのである。  

ヘンリー８世による宗教改革（1534年首長令）によって、イギリスはローマ教会から宗教的に独立し、国王を中心とした

絶対主義を展開していく。絶対主義はエリザベス女王の時代（16世紀後半）に最盛期を迎えるが、その後、国内にくす

ぶっていた宗教的対立を原因としてピューリタン革命（1642-60）が勃発する。やがて王政は復古するが、再び名誉革

命（1688）が勃発し、王権の力は弱まり、議会の勢力が確立していく。こうしてイギリス絶対主義は崩壊する。ホッブズが

活躍したのは動乱のピューリタン革命期である。  

ホッブズ：1588-1679。スペイン無敵艦隊の襲来の噂に怯えた母親が早産したと伝えられている。オク
スフォード大学で学ぶ。絶対王政を支持していたために、ピューリタン革命期には10年ほどパリに亡命
していた。王政復古後はチャールズ２世の恩顧を受けた。無神論者との疑いをかけられ、イギリスでは
主著『リヴァイアサン』（1651）は禁書扱いを受けた。わが国では1883年に部分訳が出版され、国権を
擁護する書として読まれた。引用は水田洋訳『リヴァイアサン』岩波文庫。  

ホッブズの主著『リヴァイアサン』は社会契約論を説いた書として知られている（ちなみに「社会契約」という言葉は『リヴ

ァイアサン』の中にはない）。『リヴァイアサン』の冒頭で論じられているのは、一見すると政治思想とは無関係のようにも

思われる個人の感覚や認識についてである。これは二つの点で注意すべきである。第一に、政治思想の基礎に人間

を置いたこと。これは、神から王権が与えれたとする王権神授説に対抗して、人間中心の政治思想を展開したことを意

味する。第二に、独立した個人についての徹底した洞察が、社会を論じる前に必要だったことを意味する。  

■社会契約 

ホッブズの考える人間は、自己保存に有利なことを追求し、そうでないものを嫌悪するという単純な原理によって行動

する。各人はもともと自己保存の権利を有するものと想定される。この権利を万人が行使してしまうと、権力がない社会

では相互の不信から万人の万人に対する戦争が引き起こされるであろうとホッブズは考える。自然状態（政府が無い状
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態）は戦争状態なのである。こうしたエゴイスティックな人間像は、マキャヴェリ的な人間像の系譜に位置しているといえ

る。ここにはピューリタン革命がもたらした悲惨な内戦の経験も影を落としてるのかもしれない。  

「全員を恐れさせておく共通の権力が存在しないで生活する間は、人びとはいわゆる戦争という状態、
しかも万人の万人に対するような戦争の状態で生きるのである。」（1-210頁）  

戦争状態はきわめて各人にとって不合理な状態である。勤労の成果が保障されないから、土地を耕作するインセンテ

ィヴはなくなるし、文明的なものは一切なくなるであろう。  

「そのような状態においては、勤労のための余地はない。なぜならば、勤労の成果が確実ではないか
ら、したがって土地の耕作は行われないからである。航海も、海路で輸入される諸財貨の使用もなく、
便利な建築もなく、移動の道具や多くの力を必要とするものを動かす道具もなく、地表についての知
識もなく、時間の計算も学芸も文字も社会もなく、そしてもっと悪いことに、継続的な恐怖と暴力による
死の危険があり、それで人間の生活は孤独で貧しく、つらく残忍で短い。」（1-211頁）  

自己保全の権利の行使が、権利自身の崩壊をもたらしてしまうのである。そこで戦争状態の原因となる自己保存の権

利の行使を停止することが、理性的な判断のもとに行われる。  

「人は平和と自己防衛のために必要だと思う限り、他の人々もまたそうである場合には、全てのものに
対するこの権利を進んで捨てるべきである。...というのは、各人がなんでも自分の好むことをする権利
を保持する限り、そのあいだ全ての人々は戦争状態にあるのだからである。」（1-218頁）  

こうして権利の相互的譲渡が行われ、所有権を確保するために互いに契約が結ばれる。所有権を確保する契約は、

所有権を守るための国家権力の樹立を行う契約でもある。国家権力は所有権の侵害者に対する処罰の恐怖を与える

機関である。ホッブズは正義の根源を所有権の確立に置く。「所有権がなければ何も不正義はなく、強制権力すなわ

ち国家が樹立されていなければ所有はない」（2-237頁）。つまり、正義＝所有権と国家権力とが理論的には同時に成

立すると考えているのである。国家は個々人に契約を遵守させる契約強制機関として構成されているのである。繰り返

しておこう、国家権力は人間があくまで自己保存の目的のために自発的に作り出したものと見なされているのである。  

「国家が成立するというのは、多数の人々が各人対各人の関係で次のように同意し信約を結ぶときで
ある。すなわち、彼らの人格を表す（代表となる）権利を多数決によって委ねた一人の人間もしくは人
間の集合に対して与えることである。そして、互いに平和に暮らし他人の侵害から保護されるために、
この一人の人間もしくは人間の集合体がとったすべての行為や判断がまるで自分自身の行為・判断
であるかのように、〔代表選出にあたって〕賛成した人も反対した人もこぞって全員が、それらの行為・
判断に対して権威を与えるということである。」（2-36頁）  

こうしてホッブズは政府の樹立による社会の形成を説いたのである。社会契約による政府の成立という一種のフィクショ

ンによる説明ではあるが、ホッブズは政治（統治・政府）による社会の形成という議論を展開したのである。国家は多人

数の人間から構成されるが、あたかも一人の人間であるかのように描写されている。すなわち、「一つの人格の実在的

統一」である、と。この人格的担い手を「主権者」と表現し、それ以外の人間を「臣民」と表現している。なお、「主権者」

は国王一人の場合も、民主制の場合もあるとホッブズは考えていた。権力は臣民に対して絶対的な地位を占めなけれ

ばならないと述べている。  

「国家の剣に逆らう自由は誰も持っていない。なぜならば、そうした自由は主権者からわれわれを保護
する手段を取り去ってしまうからである。...主権者がその権力を根拠に何かを要求したり、取り去ったと
しても、これに対して訴訟を提起する道は無い。なぜならば、権力によってなされたものは、すべて臣
民が権威を与えたことによってなされたのであり、主権者を訴えることは自分を訴えることになるからで
ある。」（2-100頁）  

このように極めて強力な国家をホッブズは擁護する。絶対主義の弁護者と評される所以である。フィクションという要素

を度外視したとしても、国家権力成立の話と成立した権力の絶対性との混同という弱点があるように思われる。この点

は抵抗権（革命権）として後の時代のロックにより批判されてゆく。  

さて、契約の中身として、所有権以外にそこから派生する、売買、賃貸権、交換、取引に関わる契約をあげている。こ

れらの契約が交わされる中心的な場は、商業活動に関わるものである。しがって、ホッブズの政治思想は商品経済社

会を前提として、それを成立させる機関の考察であったといえる。だが、未だその前提となっている経済そのものは考

察の対象になっていない。すなわち、経済学は政治学から未分化なままなのである。  

ホッブズの正義論を整理しておこう。 
「正義」：所有権の確立 （国家の樹立とホッブズの理論では同一） 
交換的正義：売買、賃貸など取引に関する当事者が契約を履行すること 
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分配的正義：仲裁者（国家権力）が所有権を確定すること。「各人のものを各人に」。 
この分配的正義はホッブズ特有のもの、一般的なものではない。  

ホッブズの社会契約論は、名誉革命期にロックの手によって展開されていく。ロックは政治権力の問題だけではなく、

経済理論に関連する著述も残している。体系的ではないにせよ、国家権力が維持すべき対象である経済社会の考察

が開始されていくのである。  

 
『リヴァイアサン』の扉図（部分）  

 

 

 

補足：ロックの労働所有論 

キリスト教的な所有論から近代的な所有論への転換点を示すものとして、政治思想家ジョン・ロック（1632-1704）の労

働所有論を取り上げておきたい。ロックは重商主義を代表する経済学者の一人でもある。ロックの貨幣論については

重商主義のところで再度取り上げる。ここでは主著『市民政府論』（1690）で展開した 共有制→私有財産の成立→貨

幣の導入→貧富の格差の容認 という議論のみに焦点を当てることにする。  

■労働所有論 

ロックもキリスト教の伝統的な想定にのっとり、財産制度はもともと共有制であったという前提から出発する。  

「王ダビデが言うように、神は『地は人の子に与えたまえり』(詩篇 115-16) で、要するにそれらは人類
共有のものとして与えられたものであることは明らかである。 ....神がアダムとその子らに共有のものと
して与えたという前提の下では、所有権を説明することは困難である。 ....私は、神が人類共有のもの
として与えた世界の様々な部分に対して、しかもすべての共有者の明示の契約によることなしに、どの
ようにして人が所有権を有するにいたったのか。それを説明するように努めてみよう。」(31頁)  

もし所有権が成立するために共有者全員の同意が必要ならば、世界中の人間が同意しないかぎり、所有権は成立で

きない。そこで、「共有者の明示の契約」によらない所有権の成立をロックは説明しようとした。まず、たとえすべてのも

のが共有であったとしても、自分の身体についてはその人の所有権があるはずだ、という想定から議論を開始する。そ

して、身体を通じて行う自分の労働についても所有権をもっている。ここから、ロックは労働を加えた生産物もその人の

所有である、という議論を展開する。  

「たとえ大地と全ての下級の被造物が万人の共有のものであったとしても、しかし人は誰でも自分自身
の身体については所有権を持っている。これには彼以外の誰も、なんらの権利を有しないものである。
彼の身体の労働、彼の手の働きは、まさしく彼のものであるといってよい。そこで自然が与えてくれて、
そのままになっている状態から、彼が取り出すものは何でも、彼が自分の労働を混ぜたものであり、そ
うして彼自身のものである何物かをそれに付加したのである。このようにして彼の所有となるのである。
彼のこの労働によって、他の人々の共有の権利を排斥するなにものかがそれに付加されたのであ
る。」（33頁） 
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注記：実は、この引用の直後で「少なくとも他に他人の共有のものとして、 十分なだけ
同様に良いものが残されている限りそうなのである」 という条件を付している(33頁)。 
したがって、資源が希少であれば、労働を加えても私的所有権は認められない ことに
なる。以下で見るように、ロックは様々な所有の制限を認めている。  

労働を混ぜることで所有が成立するという議論はいささかトリッキーであるが、このようにして共有者の明示的な契約な
しでの所有権の成立を説明する。労働にもとづく所有の成立なので、「労働所有論」と呼ばれる。 

■所有制限とその解除 

所有権は認めたが、無制限の所有が容認されるのかどうかをロックは問題にする。上で注記したように、(1)資源が希少

でない場合、という条件の他に、 (2)各人は利用できるだけのものを持つべきだとする使用制限、 (3)耕作できるだけの

土地を持つべきだとする耕作制限、 (4)腐敗させない量だけ持つべきだとする腐敗制限、などのいくつかの所有の制

限に言及している。こうした制限は伝統的な私的所有批判に由来するものである。神がこうした所有の制限を課したと

いう表現で、ロックは一旦はこれらの伝統的な所有制限を容認する。最終的にロックは(3)の腐敗制限に論点をしぼりな

がら、その制約を解除する方向へと議論を進めていく。  

「どの程度まで神はわれわれに与えたのであろうか。それを享受するためにである。腐らないうちに利
用して、生活の役に立て得るだけのものについては、誰でも自分の労働によってそれに所有権を確立
することができる。けれども、これを越えるものは、自分の分け前以上であって、それは他人のものなの
である。腐らしたり、壊したりするために、神によって創られたものは一つもない。」(36頁)  

「自然は、人間の労働の程度と生活の便宜とによって巧みに所有の限度を定めた。何人の労働といえ
ども、全てのものを征服し占有することはできない。」(40頁)  

消費しきれない物を所有し、それは腐敗させることは許されない。逆に言えば、腐敗させなければどれだけ多くの富を

所有してもよいということになる。そこで、人々は腐敗するほど多いものを、腐敗しない宝石や金属と交換するようになっ

たという。  

「このようにして、貨幣の使用が始まった。貨幣というのは保存しても腐朽せず、また相互の約束によっ
て、人が生活上有用な、しかし滅失する性質のものと交換に受け取るであろう、何か永続性のあるもの
であった。」（52頁）  

こうして貨幣を導入することで所有制限は解除されることになる。 

■財産の蓄積と不平等の容認 

所有制限の解除からさらに、ロックは不平等の容認へと議論を進めていく。  

「勤労の程度の異なるのに従って、人間に与えられる財産の量は異なる傾向があるから、この貨幣の
発明は、彼らの財産の蓄積を持続し拡大する機会を作った。」(53頁)  

ここで語られている議論は、より多く働いたものが貨幣の形で財産を増やせるという素朴な議論であり、それはまさに労
働所有論の延長にある主張のように見える。しかし、ロックの議論は労働所有論から微妙に乖離していく。 

貨幣の価値は交換する者の同意にもとづくだけである。これがロックの議論の核心である。同意にもとづく交換が行わ

れている限り、それが結果的に貧富の格差を生み出そうとも何ら問題がないということになる。  

「しかし金銀は、食物・衣服・車両と比較すれば人間の生活にとってほとんど役に立たないのであるか
ら、その価値はただ人の同意によってのみ得られるものである。」（54頁） 

「このように不均等な私有財産を作り出すものの配分が、社会の限界の外で、またなんの協約もしない

で、実行されるようになったのはただ人間が金銀に価値を置き、かつ貨幣の使用に暗黙に同意するこ

とによってである。」(54頁)  

ここにはトマス・アクィナスと同様に、交換の形式的正当性を問題にする交換的正義の肯定があるといってよいだろう。

さて、貨幣使用の同意（＝交換の同意）という議論を持ち出すことで、所有の根拠が「労働にもとづく所有」から「所有に

もとづく所有」へと転換していることになる。当時の社会において、萌芽的な形態ではあるものの富者が貧しいものを雇

用するという資本賃労働関係が生まれつつあった。ロックは事実上、このような経済関係を容認していたことになる（も

っとどこまで意識的であったかは議論が分かれている）。  

貨幣の価値は「ただ人の同意によってのみ得られる」という立論は、貨幣の内在的価値を認めないと
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いう主張と結びついている。この主張は後にみるように、貨幣数量説へと発展していくことになる。さ
て、貨幣の内在的な価値を否定したことで、アリストテレス的な意味での応報的正義（等価交換）はす
でに問えない構造にもなっている。すなわち、交換の形式を重視する、トマス的な交換的正議論への
移行である。マルクスの目から見れば、商品交換にもとづく形式的平等性のみに着目することで、実
質的な階級的不平等の黙認しているということになろう。  

■ロックの緊急請求権 

このようにロックは私有財産制度を認め、さらに不平等の発生をも正当化した。では、ロックはトマス・アクィナスが認め

た緊急権を否定したのであろうか？実は、ロックも緊急権は認めていたのである。  

「しかし、我々は、一人の人間といえども、他人のなすがままに任せ好むままに餓死させるようなことは
神はなされなかった、ということを知っている。万物の主であり父である神は、この世界の物のある部分
を与える際に、そのような所有権を神の子の誰にも与えることをせず、財産の剰余物に対する権利を
彼の困窮する同胞にも与えたのである。それで、同胞の差し迫った欠乏がそれを必要としているときに
は、その財産の享受を否定されないのである。...財産を持つ人が彼の豊富な財産の中から同胞に援
助を与えないがゆえに同胞を死滅させるということは、常に罪である。」（『市民政府論』第1編第42節。
この部分は岩波文庫版には収録されていない。）  

厳密に言えば、ここで説かれていることは近代社会成立以前の神と人間との関係ということになる。だが、緊急権は近

代社会にも及ぶものだとロックは考えていた。ただし、ロックの関心は、困窮者の請求権そのもの擁護というよりも、請求

権を保障するための雇用の確保にあった。これはトマスと違う点である。具体的には、困窮者の子弟に仕事を与え、技

能を身につけさせる「学校」（その実態は職業訓練場兼作業場）などの提案である。これらは初期産業資本の利害と合

致する後期重商主義政策でもある。  

■現代的観点から 

身体の所有から財産の所有へと展開されたロックの所有論は稚拙な議論のようにも見えるが、今日の政治思想にも大

きな影響を与えている。例えば、「リバタリアニズム」といった極端な自由主義(消極的自由の徹底)の思想的根幹はロッ

ク的所有論である。興味あるものは、森村進『自由はどこまで可能か＝リバタリアニズム入門』(講談社現代新書)などを

参照されたい。  

 

 

 

重商主義の経済思想 

はじめに 

ホッブズは強力な国家権力による社会の存立を論じた。ホッブズにとって政府の重要な役割は、所有権を確立し、さら

に商業的な契約の履行を遵守させることであった。政府は商品経済社会を成立させるための機関であったと見ることも

できる。しかし、ホッブズ自身は商品経済がどのように運動していくのかを分析することはなかった。近代における経済

への関心は、「重商主義」と呼ばれる経済思想の中から生まれてくる。  

とはいえ、重商主義は部分的に貨幣や価格の分析を行ってはいるが、経済それ自体のメカニズムや運動法則を体系

的に分析したものではない。むしろ、政府はどのように経済に関与すべきか、という観点から経済を問題にしたにすぎ

ない。別の言い方をすれば、政治思想の延長上に経済学的な議論を展開したのである。その理由は歴史的な制約に

起因する。政府による様々な産業保護、独占の認可が行われていたために、政策的介入なしで自律的に運動する経

済それ自体を考察するまでに到らなかったのである。市場が社会を存立させるという市場社会論の登場は、古典派経

済学の時代まで待たなければならない。その意味で、重商主義は政治社会論から市場社会論への過渡的な経済思

想として位置づけることができる。  

重商主義の時代 

15世紀末のコロンブスによって大航海時代が本格化する。経済的に大きな影響があったのは、南米のポトシ銀山など

から採掘された銀であった。 16世紀中から17世紀中にかけての約１世紀の間に、それまでヨーロッパに存在していた３

倍の量の銀が流入したと推計されている。これにより、価格革命と呼ばれる長期的な物価騰貴をヨーロッパは経験す

る。銀の流入は利子率を低下させ、それが経済活動を刺激することになった。ここから貨幣や利子率への関心が生ま

れていく。  
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15世紀までヨーロッパで流通していた貴金属は、主にドイツ南部産の銀とアフリカ産（スーダン）の金で
あった。新大陸の発見によって流入してきた貴金属によって物価は長期的に騰貴した。かつて、賃金
が物価騰貴に遅れることで実質賃金が低下し、それが利潤を増大させたことによって工業を発展させ
たとする「ハミルトン・テーゼ」があった。しかし、今日の研究によれば、農産物価格の上昇と比較すれ
ば工業製品の価格の上昇は低く、価格革命は必ずしも工業に有利でなかったことが明らかになって
いる。むしろ、物価の上昇による実質利子率の低下が工業化を刺激したと見た方がよいようである。ま
た、貨幣の増加が原因であると考えられているが、16世紀には名目利子率が低下した地域も多かっ
た。  

新大陸との貿易の中心は16世紀まではスペインであった。しかし、17世紀はじめの南米の銀産出量が激減したことも

あって、スペインは次第に衰退した。スペインにかわって勃興したのが、スペインからの独立戦争に勝利したオランダ

であった。 1602年にオランダは東インド会社を設立して、東南アジアの香辛料製造地帯を手中に収めることに成功し

た。イギリスも1600年に東インド会社を設立して、東南アジアからインドへの進出をはかっていく。こうして、ヨーロッパは

世界への進出を競って行くことになる。ヨーロッパの覇権争いは、主力輸出品である毛織物産業を成長させることにな

った。ここから製造業をどのように育成すべきかという関心が生まれていく。  

イギリスに焦点を絞るならば、百年戦争やばら戦争で疲弊した封建領主の地位が15世紀に低下していく、その結果、

相対的に国王の権力を強化させることになった。また、毛織物産業の展開による羊毛需要の増大によって、 15世紀後

半になると「囲い込み」が始まる。その結果、産業資本に雇用される労働者が生まれた。国王は、経済的には商人資本

と結びつき、軍事的には常備軍を保有し、いわゆる絶対王政を確立することで、スペイン、オランダ、フランスなどと重

商主義戦争を遂行していくことになる。  

二つの重商主義 

重商主義は一般に15世紀末から18世紀半ばにかけての長い期間におよぶ経済思想の総称である。時期が長いことも

あって重商主義の中身は実に多様であり、論者によってウェイトの置き方が異なる。したがって、重商主義と一括りにす

するのは「かなり乱暴なことである」が、政策志向が強いという点では共通している。より正確に言えば、政策論争の文

献の中に、経済理論が断片的に埋め込まれているという感じである。こうした発想の背景には、「何らかの仕方で国家

（政府）が規制・保護・管理しないと、経済はうまく動かないであろう」、という認識があった。  

重商主義の初期の論者は、価格革命をはじめとした貨幣現象に注目し、物価上昇の原因などを探った。他方、後期の

論者は、貿易体制を支える輸出産業の育成などに目を向けることになる。  

わが国では、イギリス重商主義について、名誉革命(1688)を境にした「前期重商主義」と「後期重商主義」という区分が

行われてきた。前期と後期の経済思想の内容だけ見れば、この境目は必ずしもはっきりしたものではないし、これほど

単純に整理できるものではない。しかし、内実が多様な重商主義を概観するのに便利なので紹介しておく。  

わが国では大塚史学という経済史の影響で、後期重商主義を本来的な重商主義とする見方が強く、それに「固有
の重商主義」(小林昇)という名称が与えられ、その役割が強調されてきた。しかし、後期重商主義の主張はパンフレ
ットなどに散在しており、あまり体系的な議論とはなっていないように思われる。 

ロックは前期と後期の中間に位置づけられることもある。  

トマス・マン 

トマス・マン：1571-1641。初期重商主義の代表者。絹織物商の息子で、1615年から東インド会社の重
役として終生活躍。『東インド貿易論』(1621)や『外国貿易におけるイングランドの財宝』(1664：没後公
刊) などで東インド会社の活動を弁護した。以下、引用ページ数は『イングランドの財宝』（東大出版
会）による。  

前期重商主義 後期重商主義 

「固有の重商主義」 

権力基盤 絶対主義的重商主義 議会主義的重商主義 

経済基盤 商人資本 初期産業資本 

主張 取引差額・貿易差額 産業資本の保護 

学者 マン、チャイルド （ロック）、デフォー、ステュアート 

時代背景 特権的独占による商人資本と王権の結合 商人資本の抑制とマニュファクチュアの保護 
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■外国為替論争 

17世紀の前半のイギリスでは金銀が外国に流出したために通貨が不足し、それがイギリス国内の不況の原因であると

考えられていた。マリーンズ（生没年不詳）とミッセルデン、マンたちとの間で戦わされた論争を外国為替論争と呼ぶ。

マリーンズは金銀流出の原因として為替レートと東インド会社を問題にした。  

マリーンズは第一に、金銀が流出する原因の一つがイギリスの為替レートの過小評価であると考えていた。つまり、為

替レートが低いために、輸入財が実際よりも高価に、輸出財が実際よりも安価になっていると考えたのである。その結

果、貿易赤字になっているとした。だから、マリーンズは為替レートを高くすれば、金銀の流出が止まるであろうと考え

た。そして、商人たちにイギリス通貨の正しい金銀含有量を知らしめる、という対策をマリーンズは主張した。金銀含有

量に見合うようにイギリスの通貨価値が高く評価されるようになるはずだと考えたのである。マリーンズの前提は、通貨

価値は国王の命令で金銀の含有量を変えればコントロール可能であるし、通貨価値がコントロール可能であれば経済

もコントロール可能であるというものであった。  

もし、価格の変動に対して輸出や輸入の量が不変であれば(厳密に言えば、輸出入の価格弾力性が
低ければ)、マリーンズの主張は正しい。しかし、価格の上昇に対して輸出入の財の量の変動が大きけ
れば、マリーンズの主張は成り立たないことになる。  

これに対してマンは、外国為替が貿易差額を決定するのではなく、財に対する国際市場での需要と供給が貿易差額

を決定するのだと反論した。こうした認識の背後には、国家主権によっては動かしえない経済法則の存在をマンが想

定していたことを意味する。  

当時の国際金融の中心はオランダのアムステルダムであった。オランダの金融業者たちは豊富な資
金を利用して為替相場を操作していた。金銀平価と市場価格との乖離などを利用しながら、投機的な
利ザヤを稼いでいたのである〔イギリスから鋳貨や地金をオランダに搬入→オランダ鋳貨と交換→ イ
ギリス外国為替の購入→イギリスで為替を鋳貨に交換〕。したがって、為替相場は貿易の実需を必ず
しも反映していたとはいえない。マリーンズが主張したように、為替が原因で金銀が流出しているという
事態が現実には発生していたのである。こうした事態をマリーンズはよく知っていたようである。  

■東インド会社批判 

金銀の流出については、東インド会社に原因があるとする主張もマリーンズたちは行っていた。彼らは東インド会社の

金銀輸出を禁止すべきと主張した。  

1. 対東インド貿易の赤字（香料等の奢侈品輸入＞イギリスの毛織物輸出）  
2. 仲介貿易で得た金銀を仲介貿易に投入→国内の産業資本への金銀不足 

とりわけ１６世紀後半から深刻な金銀の流出が深刻  
→金銀輸出禁止という重金主義の主張・イングランド銀行設立  

3. 奢侈品の輸入が不生産的消費を刺激する→国内産業の成長抑制  

こうした批判に対して、マンは東インド会社を擁護していくことになる。  

■マンの商業観 

当時の商人は低い評価を受けていた。「貴い天職に見合うほどに、しかも、その重要さに相応するほどの受けるべき評

価を受けていない」(15頁)。しかし、国にとって貿易商人は必要不可欠な存在であるとマンは述べる。「貿易商人は実

に王国の富の管理者と呼ばれていて、他の国民と通商を営むものだ。それは、責任のみならず栄誉もともなう職務で

あるから、すぐれた手腕と誠意とをもって遂行し、私の利益が公の福祉に従うようにせねばならない。」（11頁）  

「〔ベニスやオランダにおいては〕商人の能力が、政治がたいへん立派に行われているということにも、
現れていることは否定しえない。 ....だから、商人の助言や判断を封じてしまい、したがって、ある国の
貧富を左右する方法や手段を、彼らがとれぬようにするものがあるとすれば、それは軽率もはなはだし
い行為である。一国の貧富が、実に、もっぱら彼ら商人の貿易取引という職業によって影響されるのだ
ということは、以下にはっきり示されるだろう。」（15頁）  

■富の源泉としての全般的貿易差額 
マンは貿易差額を増大させることが国の富を増やす方法であるとする。 

「わが富および財宝を増加させる普通の方法は外国貿易である。われわれは年々外国のものを消費
するよりも、多額のものを外国に売るという規則を守らなければならない。」(17頁)  

マンが問題にする貿易差額は「個別的差額」ではなく、「全般的差額」である。ここにマンの議論の中心がある。すなわ
ち東インド会社に向けられてきた批判は、個別的差額に着目したものであって、全般的差額を理解していない間違っ
た批判ということになる。 
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「わが貿易差額には、全般的なものと個別的なものとがあることを理解しなければならない。全般的差
額とはわが国の年々の貿易がすべて一括して算定される場合であり、私が先に明らかにしたものであ
る。」(72頁)  

東インド会社（輸入＞輸出→赤字）の貿易
だけをみて、取引の是非を論ずるべきで
はなく、輸入品を再輸出することによる輸
出額も含めて一国にとっての利益を判断
せよ。これがマンの主張である。マンが使
用している数字を用いれば、次のように図
示することが可能である（単位はポンド）。
見て分かるように、輸入品（＝香料）はヨー
ロッパ大陸へ再輸出されることで、貿易全
体では黒字を生み出している。 

「最初は一層多くの外国商品の
輸入を可能にし、それによってわ
が国の貿易を拡張する。そしてそ
れを再輸出すればわが国の財宝
は少なからず増加する」（33頁） 

「われわれ人間の行動が総体的に慎重に考慮されねばならないのと同様に、この重要な業務〔東イン

ド貿易〕の結末をみて正しく考察されるならば、多くの人々が考えていること〔個別的差額主義〕の反対

が正しいことが分かる。人々は、この仕事の端緒だけしか吟味しようとしないので、その判断を誤り錯誤

に陥るのである。すなわち、もし、農夫の行動を種まき時に大地の中へ良穀をどんどんまき捨てるさま

でしか見ないならば、われわれは彼を農夫と見ずに、むしろ狂人だと思うであろう。」（40頁）  

マンの主張は後にノースといった経済学者たちに継承されていく。彼らも特許を得た貿易商（貿易会社）による交易の
自由を主張したので、「トーリー・フリー・トレーダー」と呼ばれる。確かに、特権会社の自由な貿易を主張した点ではフ
リー・トレーダーであるが、貿易への自由な参入を規制している点では、自由な経済活動を擁護したわけではない。 

■信用貨幣と貨幣数量説 

重商主義、特に初期のそれは、貨幣を国富と見て、国内における貨幣を増大させるのが政策目標であると言われてき

た。しかし、マンは国内の金銀の増大を追求していない （この点についてはアダム・スミスがマンを正しく評価している）。  

「イタリアなどの国では、貨幣不足に対して対策をもっているので、貨幣不足のために商業が衰えたり
妨げられたりすることはない。すなわち、彼らは債務証書の譲渡を行い、また公私立の銀行を設けて、
日々非常に多大の金銀について、記帳のみによって甲から乙へと容易にかつ意のままに信用の振替
を行っている。他方、それらの信用の基礎を成す大量の金銀は、その間に商品として外国貿易に使
用されている。」（36頁）  

かくして、貨幣の不足が国内産業を停滞させる必然性はないとした。さらに、注目すべきことに、貨幣数量説の認識を
はっきりと示している。 

「すなわち、貨幣が多ければ商品はいっそう高価になり、同様に、商品が高価になればその使用と消
費とが減少する。このことは大土地所有者にとってはなかなか理解しにくい教訓であろうが、しかし、一
国全体としては守るべき真の教訓であると私は確信している。われわれが貿易によって貨幣を何ほど
か貯えたとしても、その貨幣でもって貿易を行わないため、ふたたび失ってしまってはおおごとだから
である。」（37頁） 
この「使用と消費」は外国の需要である。28頁参照。  

マンの主張は直ちに政策として実行されたわけではない。東インド会社による金銀輸出には、そのたびごとに特許状

が必要とされ、制限が課せられていた。 1663年にようやく、金銀の輸出制限が廃止される。その背景に、金匠手形の

発達などの信用取引の増大があったことを指摘する見解もある。まさにマンの指摘どおりである。  

 

 

 

 

補論：重商主義の貨幣論 

貨幣経済論と貨幣数量説 
経済学の中には、貨幣の増減が実物経済（生産や雇用）に影響を与えない（貨幣数量説）か、それとも影響を与えるか

22



（貨幣経済論）という両極端の考え方がある。 

フィッシャーの交換方程式を使ってこれを説明しよう。  

 ＭＶ＝ＰＴ （Ｍ貨幣ストック、Ｖ流通速度、Ｐ物価、Ｔ取引量） 

この式は必ず成立する。さて、仮にＶが一定であるとしよう。いまＭが増加したとする。Ｍの増加率とＰの増加率が一致

していれば、Ｔに変化はない。このように考えるのが「貨幣数量説」である。すなわち、貨幣の増加は名目的な変化を引

き起こすだけで、実物経済には影響を与えないということになる。これに対して、Ｍの増加率よりもＰの増加率が低けれ

ば、Ｔは上昇する。これが「貨幣経済論」である。  

通説では、重商主義は貨幣経済論であったということになっている。果たして本当であろうか。  

ロックの貨幣論 

後期重商主義に位置づけられるロックは、貨幣経済論と貨幣数量説の両方を主張している。  

「わが国の貨幣が他国よりもはるかに少ないならば...他国では貨幣の潤沢、したがってその低価値が
商品を高価格にするのに対して、わが国では商品に...そんな高い価格で支払うに足るだけの貨幣が
ないので、商品を非常に安く売らなければならないか、さもなければ大部分のトレードを休止せざるを
えない。」（『貨幣』、74頁）  

引用にあるように、貨幣が少ないと、ケース１「安く売らなければならない」＝数量説、ケース２「トレードを休止せざるを
えない」＝貨幣経済論の両方の可能性があることを認めている。ただし、ロックは開放経済（貿易が行われている経済）
では、貨幣数量説は妥当しにくいと考えていた。 

ヒュームの貨幣論 

ヒュームも後期重商主義に分類するのが普通である。ただし、私見では古典派経済学に近いので重商主義と古典派と

の中間に位置する「過渡期の経済学」と位置づけたい。  

デヴィッド・ヒューム 1711-1776 ： スコットランドの思想家。エジンバラ大学でロックやニュートンに学
ぶ。イギリス経験論を代表する哲学者である。知識の絶対性を疑い、全ての知識は蓋然的なものにす
ぎないと主張した。「無神論者」とする論者もいるほどである。その懐疑論は哲学者カントに多大な影
響を与えた。経済学に関しては断片的な著作しか残していないが、スミスに与えた影響は大きい。ここ
では「貨幣について」、「貿易差額について」を対象とする。底本は田中敏弘訳『ヒューム政治経済論
集』御茶ノ水書房。  

ヒュームの基本的な考え方は貨幣数量説である。 

「貨幣は正確に言えば、商業の実体の一つではなくて、財貨相互の交換を容易にするために人々が
承認した道具にしかすぎない。それは交易の車輪の一つではない。それはこの車輪の動きをより円滑
にする油なのである。われわれがある国をそれだけとって考察するならば、貨幣量の多少がなんら問
題でないことは明白である。なぜならば、財貨の価格はつねに貨幣の量に比例するからである...」（33
頁）  

ヒュームは貨幣数量説を発展させて、「正貨の自動配分論」を主張した（別名：正貨流出入メカニズム）。その要点は、

金銀の増加→物価上昇→輸出品の競争力低下→貿易収支悪化→貨幣流出 →物価下落→競争力上昇→貿易黒字

→...... 。この主張は、金銀を増加させようという重商主義政策への根底的な批判になっている。  

「仮にグレートブリテンの全貨幣の五分の四が一夜のうちに消滅し、わが国民が正貨に関してはヘンリ
ー諸王やエドワード諸王の時代と同じ状態に戻ったとすれば、どのような結果が生ずるであろうか。き
っと、すべての労働と財貨との価格はこれに比例して下落し、あらゆるものはこれらの時代と同様に安
く売られるであろう。こうなれば、いったいどのような国民が外国市場でわれわれに対抗したり、われわ
れに十分な利益を与えるのと同じ価格で製造品を輸出したり販売したりするようなまねができようか。し
たがって、ごく短期間のうちに、この事情はきっとわが国が失った貨幣を呼び戻し、わが国の労働と財
貨との価格を近隣の全ての国民の水準にまで騰貴させるであろう。われわれがこの点に達したのちに
は、労働と財貨の廉価という利点は直ちに失われる。そしてこれ以上の貨幣の流入は、わが国の飽和
状態によって止まるであろう。／またかりにグレートブリテンの全貨幣が一夜のうちに五倍に増加したと
すれば、これと反対の結果がきっと生ずるであろう。すなわちきっと労働と財貨とは全て法外な高さに
騰貴して、近隣のどの国民もわが国から買うことができなくなるであろうし、他方、隣接する諸国民の財
貨は、比較的に廉価になって、どのような法律をもってしてもそれらはわが国に流入し、わが国の貨幣
は流出するであろうし、ついには、わが国の労働と財貨との価格は外国のそれと同じ水準まで下落し、
われわれをこのような不利益な状態の置いた富のあの大きな優位を失うであろう。／...自然の普通の
成行の中ではこうした不均衡が発生することは妨げられるに違いない。またその〔不均衡を是正する〕
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諸原因は、隣接するあらゆる国民の間で貨幣を絶えず各国民の技術と産業活動にほぼ比例するよう
に保持させるに違いない。」（66頁）  

しかし、ヒュームには貨幣経済論の主張もある。 

「...アメリカにおける鉱山の発見以来、ヨーロッパの全ての国民の産業活動が増加したことは確かであ
って、それは他のいろいろな理由のうちでもとくに、金銀の増加に求めるのが正当であろう。貨幣が以
前よりも多量に流入し始めるあらゆる国においては、あらゆる物が新しい様相を呈することをわれわれ
は知る。すなわち、労働と産業活動は生気を帯び、商人はより精力的になり、製造業者は勤勉と熟練
とを増し、農民でさえより敏速にかつ注意深く耕作するようになる。」（37頁）  

一見するとヒュームは矛盾した主張を行っていることになる。だが、ヒュームの真のねらいは、貨幣経済論が有効な期

間を短期間に限定することにあった。貨幣の増加は瞬時にあらゆる物価を上昇させるのではなく、物価上昇が全ての

商品に波及するには時間がかかるというのである。この主張は「連続的影響説」と呼ばれる。つまり、物価上昇の波及

期間に限って貨幣経済論が正しいとする主張である。  

「貨幣が国の全体にあまねく流通し、その効果が国民の全ての階層に及ぶまでには、ある時間の経過
が必要なのである。はじめのうちはなんらの変化も認められないが、やがて次第に一つの財貨から他
の財貨へと価格は騰貴してゆき、ついにはすべての財貨の価格がこの国にある貴金属の新しい分量
にちょうど比例する点にまで達する。私の意見では、金銀の増加が産業活動にとって有利なのは、貨
幣の取得と物価の騰貴との間の中間状態においてだけである。...彼ら〔貨幣を多く得た製造業者〕は
以前よりも多くの労働者を雇うことができるようになる。というのは、その労働者たちはより高い賃金を要
求することなどは考えも及ばず、このような良い支払いをする者に雇われることに満足しているからで
ある。労働者が希少になれば製造業者はより高い賃金を与えるが、しかしはじめは労働の強化を要求
する。...貨幣は労働の価格を騰貴させるよりも前にまずあらゆる個人の勤勉を必ず増大させることが分
かるであろう。」（38頁）  

連続的影響説の大事なポイントは、製品価格の上昇よりも賃金の上昇が遅れるというところにある。そのズレの期間は

利潤が増大するので、生産が活発になる。ヒュームの貨幣論から導かれる結論は、産業保護という後期重商主義政策

は長期的に見るならば無効な政策である、ということになる。ヒュームの貨幣論のベースは数量説である。  

 

 

 

 

重商主義の経済思想 続き 

はじめに 

ステュアート『経済学原理』は「重商主義の最後の体系」と呼ばれることがある。この後期重商主義を代表する著作から

わずか９年後に、古典派経済学を確立したアダム・スミス『国富論』が登場する。スミスが批判対象として念頭において

いたのは、固有名詞こそあげなかったがステュアート『原理』である。『原理』と『国富論』とでは体系構成も志向している

政策も対照的である。この違いは対象の違いに起因する。『原理』の対象が本源的蓄積の途上にある経済であったの

に対して、『国富論』は既に本源的蓄積が終了した段階を対象としている。『国富論』を規準に考えるならば、『原理』は

乗り越えられた書物ということになる。しかし、政府が市場をコントロールする能力と義務を持つとするステュアートの主

張は、20世紀のケインズの先駆であると見なすことも可能である。  

ステュアートの生涯：1713-1780。生没年ともにちょうどスミスより10年早い。スコットランドの貴族の子と
して生まれる。エジンバラ大学で法律を学ぶが、1745年に名誉革命で追放されたステュアート朝の復
興を企てるジャコバイトの乱に加担したために、パリ、南ドイツ、イタリアなど大陸での18年間の亡命生
活を余儀なくされる。『経済学原理』第１から３篇は亡命中にほぼ完成し、残る第４，５篇は帰国後に完
成。1767年に刊行される。社会の発展には普遍的な方向があるがそれと同時に、国ごとの固有の現
象があり、そのために国ごとに異なる経済政策があることを主張した。こうした主張は大陸を流転した
経験にもとづくものであった。ステュアートはモンテスキューとヒュームから大きな影響を受けている。
『国富論』の影に隠れたために『経済学原理』は長い間、正統な評価を与えられることがなかった。帰
国後のエジンバラでスミスと面識もあった。  

用語解説 ： 本源的蓄積（別訳：原始的蓄積）。資本主義社会が成立するためには、生産手段を所
有する階級と生産手段を所有しない階級が必要である。この条件を歴史的に成立させるプロセスを
「本源的蓄積」と呼ぶ。具体的には、土地を所有し自らそれを耕作していた独立自営農民（ヨーマン）
が分解するプロセスである。一方で、土地を奪われた自営農民は賃金労働者となり、他方で、経営に
成功した自営農民は賃金労働者を雇う借地農業者となっていった。イギリスでは15世紀末ごろから本
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源的蓄積が始まる。強制的に農民を土地から追い払うことになったエンクロージャー（囲い込み）は、
本源的蓄積を促進する役割を果たした。  

人口論争 

『原理』が書かれる背景には１８世紀の「人口論争」がある。18世紀半ばににフランスやイギリスでは、古代と比べて人

口は増加しているのか、それとも減少しているのか、という人口論争が行われた。ＧＤＰなどの経済指標がなかったこの

時代に、人口は国力をはかる重要な指標とされていた。当時の技術を想像すれば分かるように、人口は最重要の生産

要素であった。また、重商主義戦争を遂行するに当たって、人口は軍事力という観点からも重視されていた。したがっ

て、人口が減少しつつある国家は、衰退しつつある国家を意味したのである。とはいえ、人口統計も整備されておら

ず、同時代の人口の把握さえ困難な状況にあった。そのために、現在と過去の人口については乏しい証拠をもとに、

大胆な推測をまじえながら論争は展開されていった。  

『法の精神』（1748）で知られるフランスのモンテスキューは、『ペルシャ人の手紙』（1721）において人口減少論を唱え

ていた。モンテスキューはローマ帝国の崩壊以後、ヨーロッパの人口は50分の1程度にまで減少したと主張した。その

理由として古代ローマの小土地所有制の方が、近代国家よりも国家の繁栄に適していることをあげている。この議論を

イギリスで継承したのがロバート・ウォーレス（1697-1771）であった。ウォーレスは、近代社会が生み出した土地の不平

等な所有と奢侈的な商工業の発展のせいで人口が減少していると述べた。ウォーレスによれば、財産を蓄えた人間が

購入する奢侈品を製造するために、土地や人口などの資源が奢侈品製造に振り向けられてしまい、食糧生産が減少

している。これが人口減少の原因であるとウォーレスは考えた。このような主張の背景には、当時行われていた囲い込

みがあった。囲い込みは農業の資本主義化を押し進める役割を果たしたが、それによって土地を奪われた農民が浮

浪者化していた。ウォーレスは囲い込みに反対し、独立自営農民を保護すべきであるとして、人口減少論を展開した

のである。  

ヒューム（1711-76）は1752年にウォーレスを批判する論説を発表し、ヒューム=ウォーレス論争がはじまる。ヒュームは、

古代社会の方が人口が稠密であったとする証拠は存在しない、とウォーレスの議論の根拠を批判した。さらにヒューム

は、商工業が発展した社会の方が人口の維持増大に適していると考えた。ウォーレスは工業が発展することが農業を

衰退させると見たが、ヒュームは工業が農業の発展を刺激すると考えたのである。ヒュームは次のように考えた。奢侈的

な製造業が発展すれば、農業部門で働く人たちの間に工業製品に対する欲望を生み出すことになる。その結果、製

造品を獲得するためにより勤勉に働くことになる。このように製造業が発展すると勤勉さを生み出すというのである。ま

た、製造業は農産物に対する市場を形成することになり、より一層の農業の発展を結果的にもたらす。これがヒューム

の考えであった。つまり、農業と工業を分離させながら商品経済が発展していくことで、生産者の欲求が広がり、生産

力の上昇を生み出すことになる。それゆえ、たとえ所有の不平等や貧富の格差を生み出したとしても、近代社会の方

が富裕な社会であるとヒュームは論じたのである。  

補足 ： ヒュームは当時の支配的な考え方にいくつか異を唱えたことになる。第一に、生活に不可欠
な農業こそが経済の基本であるとする考え方に対する異論である。第二に、奢侈や欲望を否定的に
見る風潮に対する異論である。ヒューム以前にもマンデヴィルのように奢侈を擁護する議論は存在し
た。しかし、奢侈を追求する贅沢は、道徳的に好ましくないとするモンテスキューのような考え方も依然
として強かった。  

このように人口論争は古代と近代の人口の大小を巡る論争から発生したが、その内実は本源的蓄積期にある社会の

是非を問う論争であった。ヒュームとウォーレスに端を発する論争には多くの論者が参加した。人口論争は人口を軸に

しながら、商工業の発展の是非、貧困問題、救貧法問題などを論争する場となっていく。ステュアート『原理』第一篇も

この人口論争を継承する形で、議論が展開されていく。しかし、ステュアートの関心は人口数の大小比較にはなかっ

た。人口の上限を制約している経済的条件とは何か。これを解明することがステュアートの関心であった。  

『原理』の構成 

『国富論』は経済理論をまず説き、その後で経済政策論や財政論を説く構成となっている。つまり、理論と政策が峻別

されている。これに対してステュアート『原理』は、経済理論と政策とが渾然一体となって展開されている。したがって、

政策論を中心におき、その補完として理論的考察を行ってきた重商主義文献の系譜にあると言いうる。『原理』の性格

はサブタイトルによく表れている。長ったらしいサブタイトルは「自由な諸国民の国内政策の科学に関する試論：その中

で特に、人口、農業、商業、工業、貨幣、鋳貨、利子、流通、銀行、為替、公信用、ならびに租税について考察される」

である。まさに「政策の科学」が考察の対象なのである。  

しかし、政策の考察が中心であるとはいえ、理論的な考察を土台にして政策を論じているという特徴がある。『原理』冒
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頭で次のように述べている。「本書は国内政策のもつ複雑な利害関係を諸原理に要約して、これを正規の科学にまと

めあげようとしたものである」。政策を目的とはしているが、「科学」として経済学を体系化しようとしたねらいを持ってい

たことがわかるであろう。時論的な性格の書物ではないのである。『原理』の篇別構成をあげておこう。  

第一篇「人口と農業について」 

第二篇「商業と工業について」 

第三篇「貨幣と鋳貨について」 

第四篇「信用と負債について」 

第五篇「租税と租税収入の適切な運用について」 

「ステーツマン＝為政者」 

『原理』は第一篇の冒頭で経済学の役割を述べている。人々の欲望を満たすように、物を生産することが目的である。

なお、「ファンド」は経済学の文献でしばしば使われる言葉である。資金、所持金といった意味があるが、ここでは物の

貯えのことである。  

「この科学〔経済学〕の主要な目的は、全住民のために生活資料の一定のファンドを確保することであ
り、それを不安定にするおそれのある事情を全て取り除くことである。すなわち、社会の欲望を充足す
るのに必要な全ての物質を準備することであり、また住民の間で相互関係と相互依存の状態とが自ず
から形成され、その結果それぞれの利益に導かれておのおのの相互的な欲望を充足させるように仕
事を与えることである。」（3頁）  

欲望の多様化に応じた分業にもとづく人々の関係を「相互関係と相互依存の状態」と表現している。一見すると、それ

らは「それぞれの利益に導かれて」「自ずから形成される」かのように読める。しかし、利己的な諸個人が集まるだけで、

欲望充足の実現という経済学の目的が自動的に達成されるわけではない。「為政者 statesman」の関与が無ければ、

言い換えれば政策介入がなければ経済が順調に動かないという認識がステュアートにはある（statesmanは「政治家」と

訳しうるが、ステュアートは立法と行政に従事する者をステーツマンと定義しているので、慣例に従って「為政者」として

おく）。ステュアートの世界では、一般の市民は利己心にもとづいて行動することが前提となっている。しかし、為政者

は私利私欲に走らずに、まさに公共の利益のために経済を運営することが求められている。では、公共の利益を実現

するように、為政者は自由に経済を運営することができるのだろうか？ステュアートは否と答える。  

「為政者はたとえこの世で最も専制的な君主であったとしても、意のままに経済を成り立たせる主人で
もなければ、またその最高権力の行使に当たって既存の経済の規則を覆すような主人でもない。」（3
頁）  

現代的な表現を用いれば、この「経済の規則」は「経済法則」に当たる。つまり、法則的に動いている経済の運動は、

為政者といえども人為的に好き勝手に変えることはできないというのである。為政者の可能な役割を明らかにするため

にも「経済の規則」の解明が必要になってくる。理論を土台とした政策提言とはこのことを意味している。  

農工分離プロセス 

『原理』第一篇は、人口論争の焦点であった人口増加と農業・工業との関係に即して本源的蓄積の理論的再構成を行

ったものである。この分析の中で、経済の運動法則や為政者の役割が解明されていく。議論の流れはヒュームの線上

にある。出発点に置かれているのは独立自営農民である。もし、独立自営農民しか存在していなければ、食糧生産は

低い水準にとどまってしまう。まず、この水準を引き上げることが問題となる。つまり、どうすれば自己消費を越える食糧

の余剰を農民に生産させることができるのかという問題である。奴隷制ではないから、強制的に余剰食糧を生産させる

ことはできない。あくまでも彼らの欲望にうったえかけなければならない。だからステュアートは次のようにも表現してい

る。「〔奴隷制の時代は〕人間は他人の奴隷であったために労働を強いられたのであるが、今日では自分の欲望の奴

隷であるために労働を強いられるのでる」（37頁）。農業者が生産を増やすためには、非農業部門の生産する財を欲す

ることが第一に必要となる。こうして余剰農産物は非農業部門への食糧として供給される道がひらかれる。  

「次のことを一つの原理と規定してよいだろう。すなわち農業者（farmer）は余剰によって何らかの欲望
が充足されない限りは、わざわざ自分の消費を越えて余分な穀物を生産する労働をしないであろう。
また他の勤勉な人たちも、別の方法では容易に入手できない生活資料を獲得するという理由がなけ
れば、農業者の欲望を満たすために働かないだろう。これが社会を結合させるために、為政者が作り
出さなければならない相互的な欲望なのである。すなわち、自由な国民の間で行われる農業は、貧民
がどの程度まで自分の労働をもって生活資料を購入できるのかという状態に比例して人口を増大させ
るであろう。」（26頁）  
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ここには欲望の展開を原動力とした分業の発展という構造がある。つまり、利己心にもとづく個人の行動が経済を発展

させると見ているのである。分業の進展は商品の交換（売買）を媒介にした、人々の「結合」を生み出すことになる。な

お、この引用中には為政者の役割についての言及もあることを確認しておこう。  

さて人口という観点からステュアートの議論を整理していこう。ステュアートは二種類の食糧増産の上限を問題にする。

一つは「物理的不可能」と呼ぶ、物理的な食糧増産の限界である。これは土地や人間などの生産要素を食糧にできる

だけ振り向けた場合の食糧生産の上限を意味すると言ってよい。もう一つは「社会的不可能 (moral incapacity)」であ

る。これは相互的な欲望がうまく満たされなかったために、食糧生産が物理的不可能以下の水準でしか行われえない

状態である。  

「食物の不足のために人口が停止しなければならない国のあることが認められる。しかも、こういう国で
も....食物は十分に増産可能なのである。経験上、いたるところでこのような事態に陥っていることが分
かる。....こういう国民は〔人口の〕増殖についても一種の社会的不可能の状態にあるものと私は考え
る。どのような手段を持ってしても食物増産の実現が事実上不可能であれば、それは物理的不可能だ
ということになろう。」（28頁）  

ステュアートは、工業が発展しなければ社会的不可能の水準が低くなることを問題にしているのである。これが奢侈的

な製造業の発展を批判したウォーレスへの反論になっていることは明らかだろう。仮に一人当たりの食糧消費量が一

定であるとするならば、農業部門の自己消費と余剰の比率は、部門間での人口比率を規定することになる。  

「農業に従事している人々と農業の負担において仕事をしている人々との比率は、総生産物の土地の
レントに対する割合に近いということになる。言い換えれば、農業者と彼らに扶養されざるをえない者た
ち〔工業人口や非勤労者〕とによる消費の純生産物に対する割合だと考えてよい。」（40頁）  

通常「レント」は「地代」と訳される。スミス以降になると、利潤と地代とが明確に区分されて「レント」は利潤とは別の収入

範疇ということになる（付加価値の賃金・利潤・地代への分割）。しかし、本源的蓄積の時代を対象にしたステュアートの

場合には、「農業者」の中に資本主義的な借地農と独立自営農民との二つが含まれている。そのためにレント＝「地

代」と語っている場合と、レント＝「利潤＋地代」としている場合がある。この引用では後者である。要するに、農業者の

自己消費分を上回る生産物が「レント」である。相互需要・農工分離・食糧増産・人口増大という４者の関係として、人

口の増大の条件をステュアートは分析しているのである。  

人為的調和論 

農工分離のプロセスは産業間のバランスを保ちながら、順調に進んでいくとは限らない。バランスを崩した場合には為

政者が政策的に介入する必要が生じることになる。  

「〔競争が適度に行われているとき〕勤労と交易は順調に進行して、互いに調和が保たれている。この
場合には、当事者の双方が利益を得るからである。勤勉な人はその創意に比例して報いられる。....こ
のような好ましい状態は、為政者の配慮なしには持続しえない。彼がここで果たすべき任務を怠ると、
結果として多大な努力を払って育成してきたはずの勤労の精神が消滅したり、勤労の生産物が多数
の購買者の手に届かないほど高い価値に騰貴してしまう。」（207頁）  

バランスが崩れた事例として、食糧生産が不足している場合のステュアートの推奨する政策を見ておこう。国民の生活

の基盤である食糧の安定供給は、当時のヨーロッパにおいて重要な政治的問題であった。そのために穀物価格を法

律で定めるといった方策が広く採られていた。  

「勤労の進展が人口を増大させて、生活資料の不足をもたらしたときには、為政者は生活資料の価格
がどの程度の高さにまで騰貴するのが適当であるかを判断しなければならない。新しい土地の開墾を
奨励するために、その価格が騰貴しすぎる....場合には、為政者は自分の財布すなわち国庫を開いて
農業に奨励を与え、輸出が抑制されることのないようにしなければならない。こうすれば、生活資料の
価格を過度に高騰させずに、求められている〔需要の〕増大に比例して増加させられるであろう。....
〔需要の〕増大が緊急なものだとすれば、為政者は自国の農業への奨励を続けるとともに、増加までの
期間は生活資料を輸入させなければならない。」（212頁）  

１８世紀の半ばまでのイギリスは穀物輸出国であった。小麦の輸出奨励金制度は当時のイギリスでは実際に行われて

いた制度で、後にスミスが厳しく批判することになる重商主義政策の一つである。  

ステュアートは農業だけではなく工業についても為政者の果たすべき役割を認めている。新しく興すべき産業につい

ては幼稚産業保護論の立場から、為政者による保護･育成を主張していた。例としてフランスの毛織物業を挙げてい

る。もし、イギリス毛織物業との競争にさらされていれば、フランスに毛織物業が根付くことはなかっただろうと述べてい
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る（こうした主張が後のドイツ歴史学派のリストなどから評価された）。  

「工業を促進するためには、為政者は許可するとともに保護するように行動しなければならない。イン
グランドで毛織物製造業から大きな利益が引き出されているのをフランス国王が見たとしても、フランス
国王がフランスでの毛織物製造業の支持に乗り出さず、企業者に多くの特権を与えず、全ての外国
製布地の輸入に厳重な制限を課す措置をとらなかったとするならば、毛織物製造業がフランスに導入
されることはなかったであろう。このようにする以外に、新規の製造業を確立する方法があるだろう
か？」（385頁）  

しかし、産業保護だけを主張していたわけではない。順調に発展した産業に保護を与えることについてはステュアート

も否定している。例えば、東インド会社は批判の対象となっている。  

「会社が排他的な特恵の恩恵を受けるのは、初期の商業がさらされる困難のゆえである。こうした困難
がひとたび克服され、会社が堅固な基礎の上にすえられると、新しい収益の対象が日々現われて、い
つしか設立の趣旨がその団体の付随的な利害のためにしばしば見失われてしまう。したがって、ある
団体に一定の目的で付与された排他的特権が、その団体を発足させたのとは無関係な利害にまで拡
大されることのないように注意するのが為政者の役割である。」（433頁）  

ステュアートが問題にしたのは、産業保護により生まれた独占会社である。彼らは販売量を抑制することで独占利潤を

得ている。こうしたことが起きないように、為政者自身が介入して価格規制を行ってもよいとしている。成長を遂げた産

業は競争にさらされるべきだというのがステュアートの考え方であった。  

貨幣数量説批判 

農工分離プロセスの把握の仕方についてはヒュームとステュアートは近い立場をとっていた。しかし、重商主義政策を

擁護する点でステュアートはヒュームと対立している。貨幣論でも両者は対立した。貨幣量に価格が比例するという議

論は「必ずや誤りを生むことになる、一般的で皮相な学説」（363頁）であると、ヒュームの貨幣数量説をステュアートは

厳しく批判した。  

「全ての国の流通はつねに、市場に出す商品を生産する住民の勤労に比例していなければならな
い。....一国の鋳貨が勤労による生産物の割合以下に減少してしまえば、勤労そのものが行われなく
なるか、あるいは象徴貨幣〔手形などの信用貨幣〕のようなものが考案されて鋳貨の代替物を供給する
ことになろう。しかし、たとえ正貨が勤労の割合を越えたとしても、それは価格を騰貴させる結果とはな
らないし、流通に入ることなく金庫の中で保蔵されるであろう。そして、〔流通部面に再度出てくるため
には〕正貨の所有者の消費欲望と、その欲求を満たす勤勉な人たちの必要が生じるのを待たなけれ
ばならない。」（369頁）  

「貨幣を増加させてみても、価格について何らかの結論が出てくるというわけではない。国民がその富
に比例して支出を増加させるとは限らないからである。また、仮に彼らがそうするにしても、彼らの追加
需要が直ちに十分な供給を生み出すという効果を持つならば、価格は以前の水準に戻るであろう。し
かし、日常的に用いられている正貨の量を減少させると、流通は遅滞するとともに、勤労者が損害をこ
うむることになる。なぜならば、以前の量が流通と勤労とを、住民の欲求と欲望とに正確に比例させて
おくのにちょうど足りていたと、我々は想定しているからである。」（374頁）  

ステュアートは一国の流通に必要とされる「流通必要貨幣量」が存在することを認めている。これがヒュームと決定的に

異なる点である。貨幣がこの必要量に不足するときには、不足分を信用貨幣で補わなければならないし、それができな

い場合には生産が減少するというのである。逆に、必要量以上に貨幣があるときには、過剰分は流通から引き上げら

れて蓄蔵貨幣となる。貨幣（信用貨幣も含む）の増加は、貨幣所有者の消費欲求の有無と勤労意欲の有無とに依存し

て、異なる帰結を生み出すことになるとステュアートは考えている。 

 

補足 ：  交換方程式の中で蓄蔵貨幣は明示されていない。流通している貨幣と保蔵されている貨幣
との合計が貨幣ストックとなっているからである。もし、貨幣ストックが一定のままで蓄蔵貨幣が増加した
とすれば、流通速度の低下となる。  
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ステュアートは貨幣の流通必要量を維持するのが為政者の役割であると考えている。そのために為政者は、富者の消
費性向、貧者の勤労意欲、流通貨幣量を把握しておく必要があるとする。 

「為政者は、勤労の生産物と国民の手中にあってその購入に向けられる流通等価物〔貨幣〕の量との
間の適切な割合を維持しなければならない。着実で賢明な政策によって、浪費や有害な奢侈を抑制
することも、あるいは勤労と国内消費とを拡張する能力をいつでも為政者は持っていなければならな
い。....この目的のためには、富者の消費性向、貧者の勤労意欲、および前者と後者とに対する流通
貨幣の比率の三つの事柄から自国の状態を検討しなければならない。」（341頁）  

貨幣が十分にあっても生活が簡素で消費意欲が低い場合には勤労意欲が発揮されない。そうした場合には、為政者

は貸付利子を引き下げるべきだとステュアートは指摘する。利子率が下がれば、消費意欲の低い貨幣退蔵者から、消

費欲望があっても貨幣を保持していない人たちへと貨幣が容易に貸し付けられていくことになる。このようにして、一国

の消費需要も為政者によりコントロール可能な変数であると見なされている。とりわけステュアートが問題視したケース

は、貨幣が不足するケースである。蓄蔵貨幣の流通化によっても貨幣が不足する場合には、為政者は「象徴貨幣」を

導入しなければならない。  

「一国の鋳貨を保蔵から引き出すことによって、このような〔貨幣不足〕政治的障害を克服することがで
きない場合には、....鋳貨不足を補うために象徴貨幣の導入を促進しなければならない。」（342頁）  

ステュアートが象徴貨幣と呼ぶのは、一般に信用貨幣と呼ばれているもので、銀行券、手形、債務証書、土地譲渡書

などである(331,475頁)。これら既存の信用貨幣に加えて、ステュアートは独自の紙券（ paper currency ）の発行を提案

している。  

ステュアートは土地という不動産を担保にして発券を行う土地銀行を提案した。借手の中心として想定されているのは

地主で、彼らは地代収入を越えて消費を行う場合に土地を担保にして土地銀行が発券した銀行券を借り入れる。地主

は地代収入をもって銀行への利子の支払いにあてる。土地銀行は単に地主の消費金融を担うだけではなく、一般の

商業銀行への貸付をも行うものと位置づけられている。つまり、発券を銀行としての土地銀行を中心とした金融システ

ムを構想したのである。正貨のような動産だけではなく、土地という不動産をも担保にすることで大規模な信用の供給

が可能になるとステュアートは考えたのである。  

金融システムの重視はステュアートの特徴である。1694年のイングランド銀行設立に対抗して、土地を基礎とする「土

地銀行」の設立が多くの論者によって提起された。イギリスでこれら土地銀行の計画が実現することはなかったが、フラ

ンスでは類似のシステムであるロー・システムが実行され、短期間で破綻していった。このためにイギリスにおける土地

銀行設立論は急速に後退した。また南海泡沫事件の経験は、金融システムは本質的に不安定であるという認識を生

み出していた。ステュアートの信用論はこうした認識に逆行するもので、姿を消した土地銀行設立論の復興と見ること

ができる。  

ロー・システム ： 財政赤字に悩んでいたフランス政府は、スコットランド出身のジョン･ロー（1671-1729）
が提案した新しい通貨システムを採用する。それが後にロー･システムと呼ばれることになる。ローはま
ず「一般銀行」とルイジアナ開発の「ミシシッピ会社」を設立した。政府に働きかけて、一般銀行が発行
する不換紙幣を納税に使えるようにして、その不換紙幣に流通性を持たせることに成功した。次に、ペ
ーパー・カンパニーであったミシシッピ会社の株式を一般銀行に買い取らせ、株価を釣り上げていっ
た。買い取った株を担保にして一般銀行は不換紙幣を発行してさらに株価を釣り上げていき、他の国
営企業も参加にした。最終的には一般銀行は紙幣発行の独占権を得て、王立銀行となった。不換紙
幣で国債の償還を行っていくことを目論んでいたが、ミシシッピ会社が幽霊会社同然であったことが広
まると株価は暴落し、1720年ロー・システムは破綻する。  

南海泡沫事件 ： ロー・システムが破綻したのと同じ時期にイギリスでは南海泡沫事件が起きている。
1711年に設立された南海会社（サウス・シー・カンパニー）の株式は国債で購入することが認められて
いた。政府は中南米と西アフリカ開発の特権を南海会社に与える代わりに、国債を引き受けさせたの
である。フランスでのミシシッピ会社の株価騰貴が伝わると、南海会社の株価も急騰していった。この
ブームに便乗して設立された、「永久運動をする車輪製造会社」や「完了時に明白になる事業」などの
インチキ株式会社の株価も高騰していく。やがて、ロー・システムの破綻とともに、イギリスでの株式ブ
ームも収束する。この事件をサウス・シー・バブルと呼ぶ。今日の「バブル経済」という名称はこの事件
に由来する。イギリスでは南海泡沫事件の再発を防ぐために、株式会社は１９世紀の後半になるまで
議会の許可なくして設立できないようになった。この事件以後、金融に対する不信感が長く続くことに
なる。この不信感は、株式会社をはじめとした金融機関の役割を限定的にしか認めなかったアダム・ス
ミスにも見い出すことができる。  

 
 

重農主義の経済思想 
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はじめに 
フランス重農主義はフランス重商主義の批判として、古典派経済学はイギリス重商主義の批判として、それぞれ登場し
た。重商主義批判を行うためには、政府による保護・介入なしでも経済が自律的に動くことを示す必要があった。それ
は重商主義者たちが素通りしてしまった「経済の骨格」を示す作業である。ケネーとスミスはアプローチの角度こそ異な
るものの、共通の課題に立ち向かったのである。 

重農主義の背景 

■コルベール主義 

絶対王政の頂点とされるルイ14世期のフランスは、政治的には中央主権的な近代化を遂げつつあった。しかし、経済

面では封建的な性格の強い地主が農村を支配していた。そのために零細な農民は困窮していた。財務総監や海軍大

臣を務めたコルベール（1619-1683）が実行した重商主義政策は農村へのさらなる負担となっていた。  

「コルベルティスム」と呼ばれるフランス重商主義は、貿易差額を増大させることで国富（＝金銀）を増大させるために、

国内工業の保護・育成を主要な柱としていた。そのしわ寄せが農村にかけられていたのである。  

1. 輸出産業（高級織物、陶器などの奢侈品）の保護育成（「王立マニュファクチュール」） →国際競争力増大→
輸出拡大  

2. 低穀物価格政策→低賃金政策→輸出品の競争力増大  
3. 輸入品に高関税  

17世紀から18世紀にかけてのコルベルティスムの諸帰結。 

1. 低穀物価格政策→農村の疲弊  
2. 重商主義戦争の継続→国民の困窮（特に農民に対する課税や賦役）  
3. 国家財政の危機  

人為的な政策にゆがめられた、旧体制（「アンシャンレジーム」）下でのフランス経済は破綻に直面していた。18世紀は
じめにボアギュベールは国家繁栄の基盤が農村にあるとしてコルベルティスムを批判する（『フランス白書』1706）。この
主張はケネーたちに継承されてゆく。 

ケネーと自然的秩序 

フランソワ・ケネー：1694-1774。パリ近郊の裕福な農家に生まれる。パリ大学医学部で学び、外科医と
なる。ルイ15世の愛妾ポンパドゥール夫人の侍医として活躍。当時低く評価されていた外科医の地位
向上に貢献したことで知られる。また、ハーヴェイの血液循環論(1628)から、経済循環の着想を得たと
言われることもある。最初の『経済表』は1758年ごろ印刷されたと言われる。ミラボーらとフランス啓蒙運
動の一翼を担い、『百科全書』に寄稿もしている。一時期アダム・スミスもケネーのもとで学んでいる。
以下引用は、平田清明訳『ケネー経済表』（岩波）、それ以外は有斐閣版『ケネー全集第３巻』による。  

■重農主義の思想 

重農主義者は自らを「エコノミスト」と称した。この名称が英語のエコノミストになっていく。彼らはしばしば「自然の支配 

フュジオクラシー(physiocratie)＝physio（自然）＋cracy（支配）」を主張した。これは人為的な支配のせいで歪んでしま

った経済を自然の姿に戻すべきだとして「自然の支配」を主張したのである。この言葉をわが国では「重農主義」と訳し

ているが、むしろ「自然主義」とでも訳した方が適切かもしれない。  

ケネーは経済も自然の支配に服すべきであると主張する。つまり、コルベール主義（人為的秩序）によって人為的に歪

められた経済を自然な状態に戻せというのである。そのためには為政者は、自然な経済の状態を知る必要があるとケ

ネーは述べている。  

「国民は明らかに最も完全な統治を構成する自然秩序の一般法（一般法則）を教えられるべきである。
為政者を養成するには、人定法規の研究だけでは十分ではない。行政の職に身を捧げる者は、結合
して社会を構成する人々にとって最も有利な自然秩序の研究に従事することが必要である。」(『経済
表』149頁)  

経済の自然的秩序を具体的に描いたのが「経済表」である。とはいえ、経済表に描かれている世界は現実のフランス

経済ではない。ケネーの言葉を用いれば「理想の農業王国」なのである。以下、経済表の基本的な想定を列挙してお

く。  

経済表の想定と用語 
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■良価 

経済表では、「商業の自由競争と農業の経営資本の所有権に関する完全な保証とがつねに存在する場合に、商業諸

国民間に成立している価格」で売買が行われていると想定している(『経済表』74頁)。この価格をケネーは「良価 ( bon 

prix ; good price )」と呼んでいる。良価は生産費に一定の利潤を加えた価格である。  

■純生産物 

純生産物＝売上高－必要経費 

純生産物を生み出すのは農業だけ、とするところにケネーの特色がある。つまり、製造業は費用を回収するだけで、剰

余を生み出せないのである。ケネーは製造業は自然を加工するだけで、新たな生産をしていないと見ていた。ここか

ら、農業に従事する階級を「生産階級」、製造業に従事する階級を「不生産階級」と位置付けることになる。  

「主権者および国民は、土地こそ富の唯一の源泉であり、富を増加するのは農業であることを決して忘
れるべきではない。なぜなら富の増加は人口の増加を保証するからである。人間と富が農業を繁栄さ
せ、交易を拡張し、工業を活気づけ、そして富の増加を永続させる。」(『経済表』150頁)  

■３階級 

生産階級＝農業 

不生産階級＝商工業 

地主階級＝地主、主権者 

ケネーの階級構造には、資本家と労働者は明示されておらず、隠れている。したがって、生産階級と
いっても、その実態は農業資本家と農業労働者の両方が含まれていることになる。つまり、資本主義
的農業がイメージされているのである。ここにはフランスの北部にしか存在していなかった定額借地農
制が投影されている。  

■前払い 

「前払い」は「原前払い」と「年前払い」の２種類がある。 

「年前払い」は流動資本にほぼ相当する。生産階級の年前払いは、農業労働者への支払い（生活資料の形をとる）と

種子などからなる。不生産階級の年前払いは、農産物購入のための貨幣となっている。 

「原前払い」は固定資本にほぼ相当する。具体的には農機具をイメージすればよい。農機具は毎年一定の割合で消

耗するので、その分を修理・補填しないと生産が継続できない。この補填分のことをケネーは「原前払いの利子」と呼

ぶ。  

経済表 

経済の自然的秩序を解明したのが「経済表」である。それは生産された富が売買されていきながら、再生産の継続（単

純再生産）が可能になる様子を簡潔に図示したものである。経済表には「原表」、「略式」、「範式」の３種類がある。章

末に掲載したのが「原表」である。点線が何本も引かれていて、きわめて複雑な表となっている。そこでケネー自らが簡

略化したのが「範式」である。この「範式」を用いて説明していく。  

まず各階級が１年間に行う経済活動を最初に総括しておく。  

【生産階級】：「原前払い」100と「年前払い」20とを用いて、50の農産物を生産する。ただし、「原前払い」のうち毎年、消

耗するのは10％、すなわち10だけである。農産物50のうち30を他の階級に販売する。また純生産物20を地主に地代と

して支払う。 

【地主階級】：は地代20を生産階級から受け取り、それで消費財（農産物10と製造品10）を購入する。 

【不生産階級】：20の原材料（農産物）を加工し、同じ金額の製造品を生産し、販売する。  

範式は次のような図である。数字は金額で単位は億リーブル。(1),(2),(3),(4),(6)は説明のために補ったものである。  
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          経済表の範式 

  

取引のステップごとの解説 

   ■農産物；○貨幣；▲△製造品（▲奢侈品、△農機具）。それぞれ一つ10の価値を表す。 

   矢印は生産（および消費も含まれる）、[ ]は消費。 

   (1),(2),(3),(4),(6)は範式の番号と対応している。なお、(0)と(5)は範式には明示されていない。 

(0)は生産階級の生産、ならびに地主階級、不生産階級が保有する貨幣を意味している。  

生産階級：農産物20（これが「年前払い」）、製造品10（これが「原前払い」の消耗分にあたる）を使用して、農産
物50を生産する。  

なお、年前払い20のうち一部分は生活資料として消費する。 

■■△→■■■■■を解説しよう。範式にはこの関係が明示されていないが、生産的階級の欄の数
字に陰伏的に示されているのである。範式の左上にある「年前払い」２０が種子と食糧である(■■）。
なお農機具(△)は範式には表れていない。この不自然な△については後ほど説明する。産出された
農産物５０■■■■■は、範式ではタテにならんでいる１０，１０，１０，２０に該当する。このように見るこ
とで、■■（△）→■■■■■が陰伏的に左欄にタテにならんでいることが分かるだろう。  

地主階級：貨幣20を所持 
不生産階級：貨幣10を所持 

(1)不生産階級は原料として農産物10を購入し、加工する。 

（不生産階級は価値を増加させないことに注意） 

(2)地主は不生産階級から製造品10を購入し、消費する。 

(3)不生産階級は生産階級から生活資料として農産物10を購入し、消費する 

(4)地主階級は生産階級から生活資料として農産物を購入し、消費する。 

生産階級 地主階級 不生産階級 

(0) ■■△→■■■■■ ○○ ○ 

(1) ■■■■○ ○○ ■→▲ 

(2) ■■■■○ ○[▲] ○ 

(3) ■■■○○ ○ [■] 

(4) ■■○○○ [■]   

(5) ■■○ ○○   

(6) ■■△ ○○ ○（→△⇒生産階級へ） 

32



(5)生産階級は地主に地代20を支払う。 

範式では地代の支払いは言葉で説明されているだけである。１０、１０、１０のうちのどれか二つから地
主への矢印を引けばよい（後の説明に便利なので下二つから引こう）。  

(6)生産階級は不生産階級に貨幣10を支払い、製造品10を作成してもらい（＝農機具の修繕）それを購入する。 

この(6)が範式では生産的階級の年前払い20と不生産階級10とを結ぶ線のように見えるので分かりに
くい。これをケネーの間違いとして、そのためにその下の10から線を引くべきだとする見解もある（バウ
アー図式）。しかし、ケネー自身も線が20ではなく、その下の横線から引かれていることに注意を与え
ている。つまり20と10との交換ではないのである。大まかに言えば、バウアー図式のように理解してお
いても問題ない。  

ここで(0)のところに登場した不自然な△について説明しよう。農機具△は20の下の横線のところに隠
れているのである。(6)について厳密に言うと、ケネーは磨耗した農機具の修繕のようなものをイメージ
している（このことを「原前払いの利子」と呼んでいる。固定資本の補填分と言う方が理解しやすいだろ
う）。修繕の費用がかかるにしても、生産前も後も農機具は同じ状態でありつづける。だから売買を伴
っていないので、範式の中には明示していなかったと考えられる。さて、(6)の点線であるが、結局は貨
幣10を不生産階級に支払うことで、農機具の修繕を行うのであるから、実際の貨幣の動きに即すなら
ば、下線の下の10から引いた方が分かりやすいのである。  

【注意】：文献によっては商工業部門の付加価値がゼロであるかのように書いてある。しかし、商工業部
門で純生産物が生まれないからといって、今日的な意味での付加価値がゼロであることを意味しな
い。ケネー自身も不生産階級が購入する農産物のうち半分は原料で、残りの半分は「その従事者の
生活資料として支出する」（87頁）と述べている。商工業部門の経済活動全体を総括してみよう。 

今日的な意味では付加価値１０を生み出しているのである。ただし、付加価値と等しい金額の生活資

料を消費しているから、純生産物は確かに生まれていない。実は、農産物と製造品との価格の設定の

仕方によって、商工業部門でも純生産物が生まれるモデルを作成することは可能である。 

■経済表のポイント 
１．再生産が可能となる経済全体での物的な連関を示している（(0)と(6)を比較せよ）。 
２．貨幣による売買関係を示している。 

経済表は単純再生産を扱っているが、地主の製造品と農産物への支出割合を変化させることで、拡大再生産へと拡

張できることをケネー自身が示唆している。  

「いま仮に、地主が自分たちの土地を改良し、自分たちの収入を増加させるために、不生産階級よりも
生産階級に対して、より多くを支出するならば、生産階級の労働に用いられる支出のこの増加分は、こ
の階級の前払いの追加と見なされねばならないであろう。」 (『経済表』83頁)  

経済を循環（再生産）で把握しようとするケネーの考え方は、 19世紀のマルクス（再生産表式）や20世紀のレオンチェ

フ（産業連関表、投入産出表）によって継承、発展させられていった。  

【応用】：経済表は投入産出表のスタイルへと書きかえることができる。投入産出表は縦に見ていくと、
投入（中間生産物）＋付加価値＝産出物 となっている。例えば、農業部門を縦にたどれば、農産物２
０と工業製品１０を投入し、付加価値２０を生み出して、合計で５０の農産物を生産していることが分か
る。また、横にたどると生産物がどこに需要されるか（売られていくか）が分かる。例えば、農業部門を
横にたどると、農産物のうち２０は農業部門で需要され、２０は工業部門で需要され、最終需要（地主
の需要）が１０で、合計５０の農産物が需要されることが示されている。  

ケネーの経済政策 

■財政政策 

財政赤字：赤字財政を批判した。  

「国家は借り入れを避けること。借り入れ金は財政上のラント〔金利・定期的な支払い〕を形成し、とどま
るところを知らない借金を国家に負担させる」(『経済表』156頁)  

支出：単純な財政削減の主張ではなく、国富を増大させるのに役立つ支出を求めた。 

■■＜
原材料１０＋付加価値１０→▲▲

生活資料１０
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「政府は節約に専念するよりも、王国の繁栄に必要な事業に専念すること。なぜなら、多大な支出も富
の増加のためであれば、過度でなくなりうるからである。だが、浪費と単なる支出とは混同すべきでは
ない。というのも、浪費は、国民や主権者の富をすべて貪りかねないからである。」（『経済表』156頁）  

【注意】：ケネーが「レッセフェール」を求めたのではないことは明らかである。王国の繁栄に必要事業と
して公共事業を重視している。事実、中国の大運河建設を皇帝の偉業とたたえている。ケネーは中国
の開明的な専制君主を高く評価しており、「ヨーロッパの孔子」と呼ばれていた。国王を改革の中心と
して、旧体制下の様々な特権階級を排除していくのがケネーの目標であった。しかし、ケネーたちの
試みは失敗に終わる。「啓蒙専制のもとで経済近代化をはかろうとする時代は終わりました」（テキスト
46頁）。  

土地単一課税：ケネーの議論では農業しか純生産物を生み出さない。それゆえ、生産を破壊しない課税は、この純生
産物にかけるしかない。純生産物は結局、地主階級の収入となるので、地主階級のみが納税者になりうる。当時の地
主階級は特権をいかして様々な課税逃れをしていた。それゆえ、「土地単一課税」は旧体制の構造改革を目指した極
めてラディカルな主張であった。 

「租税は、人間の賃金や諸財に課されないで、土地が生む純生産物に対して直接課税されること。も
し、賃金や諸財に課されるならば、租税は徴税費を増加させ、商業を害し、国民の富の一部を年々破
壊するであろう。」（『経済表』150頁）  

■貿易政策 
穀物の自由な輸出を可能にさせ、穀物価格を良価まで引き上げることを要求した。 

「交易の完全な自由が維持されること。なぜなら、最も安全かつ最も厳格であり、国民と国家にとって
最も利益をもたらすような国内交易と外国貿易の政策は、競争の自由が完全であることに存するから
である。」（『経済表』155頁）  

重農主義の限界 

ケネーの分析は農業セクターと商工業セクターの区分に依拠したために、資本家と労働者との関係が不分明のまま残

された。  

アダム・スミスは農業しか純生産物を生まないというケネーの想定を批判した。この問題は穀物価格と製造品価格の設

定に帰着する。おそらく、低穀物価格政策批判を強く浮き立たせるためであろうが、ケネーは価格の分析を深めること

なく、経済表では価格は与件として扱われているにすぎない。ちなみに、経済表の本質を変化させずに、工業でも純

生産物が発生するような価格を設定することは可能である（詳しくは、三土修平『経済学史』を参照せよ）。  

改革の結末 

ケネーたちの提案は、重農主義者で財務総監であったチュルゴーによって実行に移されていく。しかし、1776年に踏

み切った穀物の取引自由化は、運悪く凶作に遭遇し、穀価は暴騰してしまう。フランスの南部では民衆暴動も発生し

た。チュルゴーは失脚し、重農主義の権威は失墜する。啓蒙的な君主を中心とする近代化の時代はすぎていたので

ある。経済改革に失敗したフランスは旧体制を継続させるほかなく、経済の矛盾は拡大しつづけ、フランス革命（1789

年）というドラスティックな変革を生み出すことになる。  
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古典派経済学の成立 

はじめに 

■公共の利益と個人の利益 

市場を支えるのは、自己の利益を追求する人間であった。すでに見てきたように、こうした人間活動を容認していく方

向で経済思想は形成されつつあった。さて個人の利益と公共の利益とは矛盾しないのであろうか？見てきたように、古

代ギリシャや中世の社会思想は公共の利益を優先し、それと衝突する個人の利益の追求を倫理や宗教で抑制したり、

強力な国家権力で抑えこもうとした。重商主義学説も調整役としての政府の役割を強調する点では、個人の利益の追

求と公共の利益とが矛盾するという立場をとっていたことになる。  

これに対して、重農主義は基本的には市場の中で個人の利益と公共の利益とが合致するという立場をとっていたこと

になる。ただし、理想的な状態で両者が合致しているモデルを描いたにすぎず、どのようにして合致しうるかを解明した

とは言いがたかった。つまり、市場社会論としての原理的な考察は不十分なまま残されたのである。これらの課題に答

えたのがアダム・スミスである。ここでは時代を少しさかのぼって、素朴ではあるものの個人の利益の追求が公共の利

益と合致することを論じたマンデヴィルの経済思想を見ていくことにしよう。  

■商業社会の腐敗・堕落 

名誉革命(1688年)以後、ホイッグ体制はイングランド銀行の設立(1694年)や公債の大量発行によって、積極的な経済

政策を行う。当時のイングランドは金権寡頭政治による腐敗が蔓延しており、公債保有による投機や、議会における半

ば公然の買収がはびこっていた（ウォールポール体制）。 1707年にスコットランドとイングランドは合邦する。その実態

は、経済的先進地帯イングランドへのスコットランドの吸収であった。合邦によるスコットランド人の不満は、道徳的に堕

落した商業社会への批判を通じた、イングランド化を拒否する陣営を生み出して行くことになる。  

商業社会批判の中核となっていたのが、シヴィック・ヒューマニズムと呼ばれる市民階級の道徳を重視する考え方であ

った。彼らは公共の利益の観点から利己的人間を批判した。この考え方は、おおよそ次のように整理できる。 

シビック・ヒューマニズム ： 商業→奢侈→腐敗→道徳の崩壊 

これに対して商業化を受け入れ、スコットランドも経済発展すべきであるという主張も生まれていた。ヒュームやスミスは

こちらの陣営に属する。 

ヒュームやスミス：商業→自由の実現＝道徳の涵養 

この時期の両者の論争は、「シヴィック的なイデオロギーと商業イデオロギー相互の闘争」（ポーコック）などと表されて

いる。ヒュームやスミスらの陣営は、イングランドにおける重商主義的な統制をも越えて、「近代社会の普遍的な理論」

を求めることになる。  

マンデヴィル 

金権腐敗のイングランドに、公共の利益と個人の利益の衝突という図式そのものを否定するマンデヴィルが登場する。 

マンデヴィル 1670-1733：オランダ生まれ、1691イギリスに帰化。医学と哲学を学び、ロンドンで活躍。
主著『蜂の寓話－私悪すなわち公益』(1714) がセンセーショナルな反響をまき起こす。学派としては
後期重商主義に入る。以下、引用は泉谷治訳『蜂の寓話』、『続蜂の寓話』（法政大学出版局）による
（「２」と記入してあるのは『続』である）。  

■私悪(Private Vices)すなわち公益(Public Benefits) 
『蜂の寓話』は、冒頭に蜂の巣を描いた風刺詩がある。そこでは、個々に蜂たちが私欲と私益の追求にあくせくしてい
るが、巣は全体として豊に富み、力強い社会生活が営まれている。 

「ある広々とした蜂の巣があって 
奢侈と安楽に暮らす蜂でいっぱいだった。 
.... 
蜂の大群が多産の巣にむらがり 
かえってそのために繁栄していた。 
おたがいの渇望と虚栄とを 
満たそうとして何百万もが努力し、 
他方さらに何百万もの仕事は 
製作物の破損をめざすことであった。 
彼らは世界の半分に供給するだけなのに 
仕事に労働者が追いつかなかった。 
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莫大な資本でほとんど苦労もなく 
利得の大きい事業に飛びこんだ者もいた。 
またある者はのろわしい大鎌や鍬や 
ひどくすべて骨の折れる商売が定めで、 
哀れな連中が毎日すすんで汗を流し 
食うために体力と手足を使いつくすのだ。」（11頁） 

「かように各部分は悪徳に満ちていたが 

全部そろえばまさに天国であった。 

平時にこびられ戦時に恐れられ 

彼らは外国人の尊敬の的であり、 

富や生命を惜しまなかったので 

他のあらゆる蜂の巣の均衡を保った。 

その国家への天恵はじつに大きくて 

罪の偉大な国民をつくるのに手をかした。 

そして美徳は国家の政策から 

巧みな策略を数多く学びとり、 

そのめでたい影響力によって 

悪徳と親しい間がらになった。 

それからは全体でいちばんの悪者さえ 

公益のためになにか役立つことをした。」(19頁)  

「こうして悪徳は巧妙さをはぐくみ 

それが時間と精励とに結びついて、 

たいへんな程度にまで生活の便益や 

まことの快楽や慰安や安楽を高め、 

おかげで貧乏人の生活でさえ 

以前の金持ちよりよくなって 

足りないものはもうなかった。」(22頁)  

マンデヴィルのおどろきは、個人の意図と全体の結果との食い違いにある。個々の蜂は全体のことなどおかまいなし
に、自分のためにのみ働いている。しかし、社会全体の利益をもたらすという、意図せざる結果を生み出している。この
意図せざる結果という議論は、後のスミスやヒュームへと継承されていく。 

■分業の体系 

欲望が社会の土台をなしており、その上に乗る分業と生産物の交換（労務の交換）という上部構造によって、市民社会

が成立することを指摘する。  

「貨幣は当然のことながら、あらゆる悪の根源だと言われ、著名な道徳家や風刺家は必ずそれをあざ
けった。...しかし、市民社会の秩序や組織や存在自体にとり、これほど不可欠なものを他にあげること
はできない。というのも、市民社会がまったく僕たちの多様な欲求を土台として築かれているように、そ
の上部構造（superstructure）全体は、お互いにたいしてなされる相互的な労務からできている。必要
なときに、いかにしてこういう労務を他人にしてもらえるかということは、各個人のこの世における大きな
ほとんど変わるところのない心配だ。」（２、369頁）  

欲望の広がりが生み出した分業によって、生産力が高まることも認識している。それはほとんどスミスの議論を先取りし
ているといってもよい。 

「もし、一人目が弓矢を作ることにもっぱら専念して、他方で二人目が食べ物を供給し、三人目があば
ら屋を建て、四人目が衣類を、五人目が道具を作るならば、彼らは互いにたいして役立つようになるだ
けではなく、職業や仕事そのもの、五人全員が行き当たりばったりにすべてに従事する場合よりも、同
じ年数ではるかに大きな向上を得るだろう。」（２、300頁）  

■奢侈の肯定（有効需要論） 

マンデヴィルはスミスの先駆者といえる側面を持つが、スミスとは対立する主張も行っている。その一つが節約の否定

である。「奢侈はそれにふけるすべての個人と同様に、全政治体の富を破壊する」という通説を批判する（102頁）。マン

デヴィルは奢侈や浪費により雇用が生み出されることを強調する。素朴な形ではあるが、有効重要論を展開していると

言うことができる（事実、ケインズはマンデヴィルの浪費論を肯定した）。  

「〔ぶどう酒〕商人の一番依存しているのが、浪費と暴飲であることは否定できない。なぜなら、ぶどう酒
は必要な者しか飲まないとか、誰でも健康をこわすほど飲まないというのであれば、この繁栄する都市
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ロンドンでかなりの壮観を呈しているあの大勢のぶどう酒商人、ぶどう酒卸商、ぶどう酒屋などは、みじ
めな状態になるだろうからである。同じことは、多数の悪徳に直接つかえているトランプ製造人やサイ
コロ製造人についてだけでなく、自負と奢侈が国内からただちに追い払われるとするならば、半年で
餓死するであろう呉服屋や家具商や仕立て屋その他に当てはまる。」（80頁）  

「節約は正直と同じでみすぼらしくひもじい美徳であり、安楽であるためには貧乏にも甘んじるという、
善良で温和な人間が住む小さな社会にのみふさわしい。しかし、大きな躍動する国家においては、す
ぐにそれに耐えられなくなるであろう。それは人手を使わない無益で夢想にふける美徳であり、したが
って、大勢の者がいずれにせよ全員仕事をさせられなければならない商業国においては、きわめて役
に立たないものである。」（98頁）  

■経済による社会編成 

「誰もが飲み食いしなければならないことが、市民社会のきずなになっている」（２、370頁）。と述べているように、まさに

欲望の体系が社会の基礎をなしている。このきずなは、慈悲とか利他心ではない。言いかえれば、道徳による社会編

成ではなく、利己心にもとづいて行動する市場が社会のきずなを生み出す場なのである。  

「人間が理性や自己抑制によって獲得できる真の美徳も、社会の基礎ではなくて、道徳的にせよ、自
然的にせよ、いわゆるこの世で悪徳と呼ばれるものこそ、われわれを社会的な動物にしてくれる大原
則であり、例外なく全ての商売や職業の堅固な土台、生命、支柱である。....悪徳が消滅するとすぐに
社会はたとえ完全に崩壊しないにせよ、台無しになるに違いない。」（340頁）  

■自生的秩序について 

20世紀の経済学者ハイエクによって注目された「自生的秩序」という考え方がある。それは、人間の意図や設計による

のではなく、例えば市場のような場所で個々人が自由に行動することによって、全体としての秩序が次第に形成されて

くる、という考え方である。ハイエクは自生的秩序論の先駆者としてマンデヴィルを高く評価する。  

しかし、マンデヴィルを自生的秩序論者とするには、やや問題がある。そもそも、『蜂の寓話』の序文で、「各個人の悪

徳こそ、巧みな管理によって」全体の幸福に役立つ（5頁）と「管理」が必要なことを断っている。マンデヴィルは政府に

ついて次のように言っている。  

「それゆえどんな政府でもまずはじめに留意すべき点は、人間の怒りが害をおよぼす時は厳しい処罰
によってそれを抑制し、彼の恐れを増大させて怒りから生じるかもしれない災いを防ぐことである。暴力
の行使を禁じるいろいろな法律がきちんと執行されると、自己保存のためにおとなしくしていることを教
えられるにちがいない」（189頁）  

恐怖による統治が社会成立の始源に置かれていると言ってもよいかもしれない。すなわち、統治が生み出した従順な
人間を前提にして秩序形成が議論されているのである。後のスミスは、対等な人間と人間との関係から社会性が生ま
れてくるプロセスを「同感論」として描いており、自生的秩序と呼ぶにふさわしい論理構造になっている。 

また、後期重商主義者らしく、政府が留意すべきものとして、「できるかぎり多くの製造業、技芸、手工業を促進させるこ

と」と「あらゆる領域における農業や漁業を奨励すること」（180頁）という産業促進策を奨励している。この点でもスミスと

は異なる。そして、なんといっても異なるのは奢侈の奨励である。スミスの場合には、消費（浪費）ではなく貯蓄に経済

成長の原動力を認めている。マンデヴィルのように消費にこそ経済発展の原動力を認める経済像は、ドイツ歴史学派

のゾンバルトによって復権する。  

スミスの時代 

アダム・スミス：1723－1790。スコットランドのカーコーディという小さな町で生まれる。父は税関職員で
あった。グラスゴー大学でハチスンから道徳哲学を学び、後にオクスフォード大学へ留学するが、オク
スフォード大学の停滞した状態に失望する。 1751年に母校グラスゴー大学の論理学教授となり、翌
年、道徳哲学の講座に移る。 1759年に『道徳感情論』を出版し、好評を博す。 1764年から2年ほど大
陸旅行を行い、ケネーらと交わる。 1776年に『国富論』を刊行。1778年に、スコットランドの税関委員を
任命され、エディンバラに居を定める。以下、引用は『道徳感情論』は水田洋訳（筑摩書房）、『国富
論』は大河内一男監訳（中公文庫）による。前者はTMSと後者はWNと略記する。  

【補足】：フランシス・ハチスン 1694－1746。グラスゴー大学で哲学・文学・神学などを学ぶ。後に母校
で道徳哲学の教授となる。ハチスンは、人間は生まれつき「他人の幸福への、利害を離れた根源的欲
求」の感情を持っているとした。これが道徳の基礎となると考えた。それゆえ、富のための富の追及とい
う資本主義的な活動は、否定すべき対象となる。  

■ジャコバイトの乱 

スコットランドの中でもとりわけ経済発展の遅れていたハイランド（高地地方）は、合邦によりロウランド（低地地方）との貧
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富の差が著しくなった。これに対する不満から、名誉革命で追放されたステュアート王朝復興をめざす、ジャコバイトの

乱が1715年と1745年に起きる。イングランドに進行するほど反乱軍の勢いはあったが、結局鎮圧される。二度目の乱の

とき、スミスはオクスフォードへ留学中であった。  

■産業革命前夜 

イングランドでは1760年代ごろから木綿・織布製造に蒸気機関が導入されはじめ、産業革命がはじまる。しかし、『国富

論』には産業革命の影響はおよんでいないと考えられる。したがって、『国富論』に登場する生産部面は、工場ではな

くマニュファクチュアの作業場となっている。  

■アメリカ独立前夜 

イギリスの植民地であったアメリカは、貿易をイギリスの商人と製造業者によって独占されていた。アメリカは工業原料を

イギリスにしか輸出できず、また工業製品をイギリス以外から輸入することはできなかった。また、植民地内部で工業完

成品を作ることは禁じられていた。こうした状況の中、植民地においては、本国議会に代表を送れなかったので、「代

表なくして課税なし」という不満が高まっていった。一方、イギリス国内においても、植民地を維持するための行政費や

軍事費に対する不満が高まっていった。 1775年にはじまった独立戦争は、『国富論』刊行の1776年にアメリカの勝利

で終わる。  

同感論 

『道徳感情論』は密接に関連している二つの課題に答えようとした書物である。第一は、利己的な行動を行う人間が対

立せずに、社会的に平和共存を実現できるしくみの解明である。換言すれば、市場社会論の説明である。スミスの基

本的なシェーマは、権力によって強制的に個人の行動に制約をかけるのではなく、社会の中に存在する人間は、自分

の行動が他人と衝突することがないように、感情や行動を自発的に抑制するようになる、というものである。第二は、利

己的個人からなる社会において道徳的に守らなければならないルールの解明である。ちなみに、スミスはこの道徳的

ルールの延長上に、法律の基礎付けを試みようとしたが完成することはなかった。  

『道徳感情論』で重視されるのが、「同感(sympathy)」である。他人の感情を直接知ることはできないが、他人が置かれ

ている境遇を観察することで、すなわち「想像上の立場の交換」によって、他人の感情を推し量ることができる。例え

ば、人が殴られそうになるのを見れば、「われわれは自然に身を縮め、自分自身の足や手を引っ込める」（TMS、7頁）。

これが同感の基本である。  

ここで注意しなければならないことがある。他人の心の中身を自分の心の中に再現するのが同感では
ない。他人が置かれている境遇を知ることで、その人がとる行動を自分なりに想像し理解できることが
スミスの言う同感なのである。だから、他人の心の中は分かりっこないとスミスは明言している。飢えと寒
さに苦しむ赤ん坊が泣いているとしよう。母親はなぜ赤ん坊が泣いているのかを十分に想像し納得す
ることができる。これが同感である。もちろん、赤ん坊の本当の心の中までは母親でも分からない。母
親は自らの長年の経験に照らして、赤ん坊の心の中を想像しているにすぎないのである。母親は赤ん
坊の心の中を想像し、泣くことを当然のこととして理解できる。これが同感なのである。だから、スミスは
死体にも同感できるという言い方をしている。死体に心があるはずもないし（多分）、誰も死んだことな
どない。しかし、冷たい暗い土のなかで腐敗しつつある自らの体を想像できる。これがスミスの同感で
ある。  

■相互的同感 

他人に同感すること、逆に他人から同感を得ることを人々は欲するとスミスは考えた。すなわち、人間は「相互的な同

感」に喜びを感じるのである。  

「何かの出来事の主要な利害関係者が、われわれの同感によって喜び、同感がないことによって傷つ
けられるのと同様に、われわれが彼に対して同感しうる場合には、われわれも喜び、そうでない場合に
は、傷つけられるように思われる。」（TMS、17頁）  

この点がきわめて重要なポイントである。ここに社会的な秩序形成の端緒がある。スミスがあげている事例を用いて説

明してみよう。教師Ａはうけをねらってギャグを言ったにもかかわらず、学生は誰も笑ってくれないことでとても傷ついて

いる。なぜならば、他人からの同感を得られなかったからである。このスミスが挙げているケースは次のように発展して

いくと予想できる。まず、教師Ａは笑いをとれない低レベルのギャグを言わなくなり、日々鍛錬しハイブローなギャグ・セ

ンスを磨いていくであろう。そして学生は、少々レベルが低くてもギャグに同調し、自然と笑い出す感性を身につけてい

くであろう。こうして理想的な教室が生まれる。  

少々脱線したが、スミスの議論の大よその流れはこんな感じだ。要するに、他人から同感を得られるように行動し、他人

に同感できるような感情を抱くようになる。言いかえるならば、他人の視線を内面化して生きていくようになる。これが社

会を形成する能力なのである。  
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注意すべきことは、スミスの考える同感は、他人に対する憐憫の感情である同情とは異なる。現代風の言い方になおせ

ば、「特別な利害・感情関係のない個人どうしの間でも成り立ち得るクールな是認の感情を言う」。だから「利己的経済

行為を否定するものでは」ない。例えば、兄弟の間や親しい友人の間であれば、同感を得られやすいかもしれない。し

かし、スミスが問題にするのは、見知らぬ他人の同感である。  

「われわれは普通の知人からは、友人よりも少ない同感を期待する。 ....見知らぬ人々の一集団から
は、われわれはさらに少ない同感を期待する。そこでわれわれは、彼らの前ではもっと多くの平静さを
よそおうのであり、われわれの情念を、われわれがその中にいるある〔見知らぬ〕集団がついてくること
を期待できそうな程度にまで下げようと努力する。」（TMS,29頁）  

■中立的観察者 

このように「見知らぬ人」の同感を考慮しながら生活していくことで、自分の行動や感情は自然と抑制されていくことに

なる。こうして、社会に適合的な感情や行動が形成されていくことになる。「見知らぬ人」をスミスは「中立的な観察者」と

呼ぶ。  

「対立する諸利害の、何か正当な比較をなしうるには、われわれは立場をかえなければならない。われ
われ自身の場所からでも彼らの場所からでもなく、われわれ自身の目からでもなく彼らの目からでもな
く、いずれにも特別な関係を持たず、われわれの間で公平性をもって判断する第三者の場所から、第
三者の目から見なければならない。その第三者は、いずれとも特別のつながりをもたず、われわれの
あいだで中立性をもって判断するものなのである。」（TMS、200頁）  

中立的な観察者は、ある限度の範囲内で自分自身の幸福を追求することを是認する。中立的な観察者がどこまで是
認し、どこから是認しなくなるかについて、有名な「フェア・プレイ」の比喩でそれを説明している。 

「もし各個人が、中立的な観察者が彼の行動原理に入りこむことができるように行為しようとするなら
ば、...彼は自愛心の傲慢をくじかなければならないし、それを、他の人々がついていけるようなものに
まで引き下げる必要がある。その限りでは観察者たちは、自分の幸福を他のどんな人の幸福よりも切
望し、それをいっそう真剣な精励をもって、追求するのを許す程度には寛大であろう。 ....富や名誉や
地位をめざす競争で、すべての競争者を追い抜くために、できる限り力走してよいし、あらゆる神経や
筋肉を緊張させていい。しかし、もし誰かを押し倒したり、投げ倒せば、観察者たちの寛大は完全に終
了する。それは、フェア・プレイの侵犯であって、観察者が許し得ないことなのである。」（TMS、130頁）  

このようにフェア・プレイの範囲内での利己的な行動が是認される。他方、他人に対する愛情（利他心・慈恵）は社会を

成立させる上で必要なものではないとスミスは述べている。古い道徳が重視してきた「慈恵(beneficence)」について、そ

れはあるにこしたことはないが、強制されるべきものではないとスミスは明言している。「それは建物を美しくする装飾で

あって、建物を支える土台ではない」（TMS、135頁）。  

「〔社会の成員相互の間で〕必要な援助が、そのような寛大で利害関心のない諸動機から提供されな
いとしても、またその社会の成員の間に相互の愛情と愛着がないにしても、その社会は幸福さと快適さ
は劣るけれども、必然的に解体することはないであろう。社会は様々な人々の間で、さまざまな商人の
間でのように、それの効用についての感覚から、相互の愛情や愛着がなくとも存立しうる。」（TMS、134
頁）  

同感論は人間が社会的な存在になりうるメカニズムを描いているといってよいだろう。人は中立的な観察者の視線を生

まれた時から心の中にいだけるわけではない。社会の中で生活することではじめて、中立的な観察者の視線を自らに

内面化できるのである。それは見知らぬ他人から成り立つ近代社会が要請している、社会的な人間の形成と言えるだ

ろう。 （なお、上の引用で「商人の間で」という表現がある。同様の表現は『国富論』の中にもある。互いに愛情や愛着

の感情を持たず、自分の利益のために行動する見知らぬ他人という意味で、「商人」という表現を使っているのであ

る。）  

■消極的正義 

スミスは中立的な観察者の判断を「正義の感覚」（TMS、200頁）と表現する。中立的観察者の同感を得られない行為

は、「正義の諸法」、すなわち生命・身体の自由、所有権、契約の遵守、に違反する行為である。逆に言えば、これらさ

え守っていれば正義が実現されることになる。  

「もっとも神聖な正義の諸法、すなわち、それらに対する侵犯が復讐と処罰をもっとも声高く要求するよ
うに思われる諸法は、われわれの隣人の生命、身体を守る諸法である。つぎは、彼の所有権と所有物
を守る諸法であり、全ての後に来るのが、かれの個人権と呼ばれるもの、すなわち他の人々との約束
によってかれに帰属するものを守る諸法である。」（TMS、132頁）  

「たんなる正義はたいていの場合に消極的な正義にすぎず、隣人に害を与えるのを妨げるだけであ
る。....われわれは静座し、何もしないでいることによって、正義の諸規則の全てを満たしていることが
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あるだろう。」（TMS、128頁）  

スミスの正義論は「消極的正義論」と呼ばれることがあるが、その意図は商業社会を肯定する論理の導出にあった。スミ
スの言う正義の諸法の内容は、ロックなどの自然法とほぼ同じ内容である。言いかえれば、ロックなどが神などを持ち出
しながら説明した自然法を、スミスは同感論によって基礎付けなおそうとしたということになる。 

意図せざる結果の論理 

マンデヴィルにおいて、個人が意図することなく、全体の利益に役立つという、意図せざる結果の論理は重要な役割を

果たしていた。スミスにおいてもそうである。利己的な行動を肯定したのは、第一には中立的な観察者によって是認さ

れるからであるにしても、それに加えて、利己的な行動が社会の利益を結果的にもたらすと考えたからである。『道徳

感情論』で述べられたこの考え方は、『国富論』でより体系的に展開されていくことになる。  

「懐中時計の歯車は、すべてそれが作られた目的すなわち時を示すということに見事に適合している。
それらの様々な運動のすべてが、素晴らしい仕方でこのような効果を生み出すのに協力しあってい
る。もし、それらに、それを生み出そうという意欲と意図とが与えられていたとしても、よりうまくそれを果
たすことはできなかったであろう。」（TMS、136頁）  

「富裕な人は、生まれつきの利己心と貪欲とにかかわらず、かれらは自分たちの全ての改良の成果
を、貧乏な人たちと分割するのであって、たとえ、かれらは自分たちだけの便宜を目指そうとも、また彼
らが使用する数千人の全ての労働によって目指す目的が、彼ら自身の空虚であくことを知らない諸欲
求の充足であるとしても、そうなのである。彼らは見えざる手に導かれて、大地がその全ての住民の間
に平等に分割されていた場合になされたであろうのとほぼ同一の生活必需品の分配を行うのであり、
こうして意図することなく、それを知ることなしに社会の利益を押し進め、種の増殖に対する手段を提
供するのである。」（TMS、280頁）  

この引用は『国富論』冒頭で登場する「富裕の一般化」の議論とほぼ同じ内容である。ここに出てくる「見えざる手」とい
う言葉に注意。スミスの「見えざる手」はとても有名であるが、『国富論』と『道徳感情論』にそれぞれ１箇所しか使われて
いない。 

『国富論』の構成 

『国富論』の初版は1776年の刊行である。スミスの生存中に５版まで版を重ねる。世界中で読まれ、これまでで最も影

響力の大きかった経済学の書物と言えよう。  

『国富論』は序論と５つの篇からなっている。その内容を今日的な表現で示せば下記のとおりである。  

 序論 

 １篇 経済理論（分業論・価格論・分配論） 

 ２篇 経済理論（蓄積論） 

 ３篇 経済史（重商主義政策批判） 

 ４篇 経済学史（重商主義学説批判） 

 ５篇 財政論 

一般的には１，２篇が理論、３篇が歴史、４，５篇が政策と分類される。しかし、『国富論』の主要なテーマである重商主

義批判は、４，５篇だけではなく、全篇を通じて展開されている。  

富裕の一般化論 

『国富論』は次のような書き出しではじまる。  

「国民の年々の労働は、その国民が年々消費する生活の必需品と便益品のすべてを本来的に供給
する源であって、この必需品と便益品は、つねに労働の直接の生産物であるか、またはその生産物に
よって他の国民から購入したものである。／したがって、これを消費するはずの人々の数に対して、こ
の生産物またはそれで購入されるものの割合が大きいか小さいかに応じて、国民が必要とするすべて
の必需品と便益品が十分に供給されるかどうかが決まるであろう。」(WN1,1頁)  

金銀の大きさや、貿易黒字の大きさではなく、言い換えれば重商主義的な関心ではなく、国民一人当たりの「必需品と

便益品(conveniences)」の量こそがスミスの関心であることが冒頭で宣言されている。さらに必需品と便益品はそれを生

産する労働と結び付けられて考察されていることにも注意しよう。  

国民のうちで労働する人の比率が高くとも、一人当たり生産物量が大きくなるとは限らないことが次に示される。この議
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論は直接には同時代人のフランス人ルソーの商業社会批判に対する回答となっている。ルソーは、商業社会が生み

出す不平等をもって、商業社会批判を展開していた。この問題提起に対してスミスは、「富裕の一般化」と呼ばれる考

え方をもって答えた。それは、商業社会には不平等は存在するが、最底辺の人間でさえも平等な未開社会の人間より

は富裕であるという議論である。  

「狩猟民や漁労民からなる野蛮民族の間では、労働に耐えることのできるものは誰でも、多かれ少なか
れ有用労働に従事して、自分自身のために、また自分の家族や種族の中で歳をとり過ぎていたり、あ
まりにも若かったり、ひどく貧弱であったりして漁や狩に出かけられない人のために、必需品や便益品
を供給しようとできる限りの努力をする。しかし、そのような民族は惨めなほどに貧しい。....これに反し
て、文明が進み繁栄している国民のあいだでは、多数の人々は全然労働しないのに、このうちの多く
の者は働いている人々の大部分に比べて10倍もの、しばしば100倍もの、労働生産物を消費する。そ
れでもなお、その社会の全労働の生産物はたいへん豊富なので、すべての人々にたいする供給は豊
かな場合が多く、最も低く最も貧しい階層の職人ですら、もしかれが倹約家で勉強家であるなら、どん
な野蛮人が獲得できるよりも多くの生活の必需品と便益品の分け前を享受できるほどなのである。」
（WN１、2頁）  

このように最下層の人々の生活水準の上昇があるからこそ、不平等を生み出す商業社会も肯定できると述べている。

すでに見たように、貧者へ施しを与えるべきだという分配的正義をスミスが直接、主張することはなかった。しかし、この

引用が間接的には、分配的正義について述べていることは理解できるだろう。意図せずに、すなわち結果的に、商業

社会は貧困の問題を解決するはずだ。これがスミスの考え方なのである。  

序論では、富裕が最底辺にまでおよぶメカニズムの説明はない。それを解明するのが第１，２篇である。  

■補足：ルソー問題 
「人間の不平等の起源は何か、それは自然法により是認されるか？」という懸賞論文への応募作がル
ソー（1712-1778）の『人間不平等起源論』(1755)であった。この作品はイギリスでも反響を呼び、スミス
も大きな関心を寄せた。この著作は文明社会（商業社会）と未開社会とを比較し、文明社会が不平等
と抑圧の体制であることを批判した。文明社会の実定法が生み出した私有財産制度は、不平等の起
源であるがゆえに、「明らかに自然法に違反している」とルソーは結論付けた。ここには、自然法により
商業社会を擁護したロック批判のねらいもあることが理解できるであろう。 

「社会と法律は弱い者には新たな拘束を、富める者には新たな力を与え、自然の自
由を永久に固定し、巧妙な横領を取り消すことのできない一つの権利とし.... 人類全
体を労働と隷属と悲惨とに屈服させた」（『世界の名著ルソー』収所『人間不平等起源
論』、167頁）  

すでに見たように、スミスは富裕の一般化論をもってここに反論を加えたわけである。しかし、ルソーの
問いはきわめて射程が長く、スミスが勝利したとは必ずしも言えないように思われる。次のような文明社
会の批判は、スミスの『道徳感情論』を予想しているかのようにさえ見える。 

「未開人は自分自身の中で生きているのに対して、〔文明社会に生きる〕社会人は常
に自分の外にあり、他の人々の意見のなかでしか生きられない。そしていわば、彼は
自分自身の存在の感情を、他人の判断のみから引き出しているのである」（『世界の
名著ルソー』収所『人間不平等起源論』、184頁）  

経済理論篇の枠組 

経済理論篇すなわち、第１篇、第２篇の大まかな枠組をまとめておこう。第１篇では、高賃金や分業によって生産力が

高まり、経済成長にプラスに作用すること、また逆に経済成長が高賃金や分業を促進することが説明される。第２篇で

は、商業社会では経済成長の必要条件である節約（投資）が実行された結果、生産的労働に従事する比率が高まるこ

とが示される。次のようにスミスはそれぞれの課題を要約している。  

「〔一人当たりの豊さを決定する要因は〕第１は、国民の労働が普通行われる際の熟練、技能、判断力
の程度如何であり、また第２は、有用な労働に従事する人々の数と、そのような労働に従事しない人々
の数との割合である。...／この供給が豊かであるか乏しいかは、右の二つの事情のうち、後者より前者
のほうにいっそう多く依存しているように思われる。」（WN１、1頁）  

富裕の一般化の議論から予想できるように、スミスは生産力の高さの方が、富裕を決定する重要な要因であるとしてい

る。スミスは生産力を高める分業の分析から『国富論』を説き始める。  

分業論・交換論 

スミスは有名なピン製造マニュファクチュアの事例をもって、分業が飛躍的な生産性の上昇をもたらすことを指摘し、分

業それ自体による生産性上昇に加えて、分業が機械などの発展をもたらし、それが富裕を下層民にまで行き渡らせる
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原因であるとする。  

スミスとて19世紀に発展していく機械制大工業は知りえなかった。しかし、機械の発明が重要であるという認識は持

っていた。ちなみに、スミスは『法学講義』において、排他的な所有権を守るという観点から、 14年間を期間とする

既存の特許制度を正当化している（LJ,p.11）。今日の「知的所有権」の先駆的な主張と言えよう。  

「〔もし分業がなければ〕彼らは一人当たり一日に20本のピンどころか、１本のピンさえも作ることはでき
なかったであろう。言いかえると、様々な作業の適切な分割と結合によって現在達成できる量の 240分
の１はおろか、その4800分の１さえも、作りえなかったであろう。」(WN１、12頁)  

「よく統治された社会では、人々の最下層にまで富裕が広く行き渡るが、そうした富裕を引き起こすの
は、分業の結果として生じる、様々な技術による生産物の巨大な増加に他ならない。」（WN１、20頁）  

ピン製造所の例は作業場内での分業であるが、同時に社会的な分業の縮図でもある。社会的な分業が成り立つため

には、必要なものを交換できなければならない。スミスは人間には「交換性向」という本性があると見ていた。この交換

性向が分業を生み出す要因であるとした。交換性向は利己心に由来するもので、社会全体の利益などを考慮するも

のではない。すでに述べた、「意図せざる結果の論理」が、ここでも登場する。  

「こんなにも多くの利益を生むこの分業は、もともと、それによって生じる社会全般の富裕を予見し意図
した人間の知恵の所産ではない。分業というものは、こうした広い範囲にわたる有用性には無頓着な、
人間の本性上のある性向、すなわち、あるものを他のものと取引し、交易し、交換しようとする性向の、
緩慢で漸進的ではあるが、必然的な帰結なのである。」（WN１、24頁）  

分業の確立によって生まれるのが「商業社会」である。それは、生産物の交換そのものが社会を成り立たせている社会
である。モノとモノとの交換を通じて人々が関係しあう社会である（マルクスはこれを物象的依存関係と呼んだ）。この社
会においては、人と人との関係は、自らの利益を追求する商人同士の関係となる。商業社会は、他人の博愛心や利他
心に頼るのではなく、他人の利己心に訴えていくことで成立するドライな社会である。 

「分業がひとたび完全に確立すると、人が自分自身の労働の生産物によって満たすことができるの
は、彼の欲望のうちのごく小さい部分にすぎなくなる。自分自身の労働の生産物のうち自分自身の消
費を上回る余剰部分を、他人の労働の生産物のうち自分が必要とする部分と交換することによって生
活し、言い換えると、ある程度商人となり、そして社会そのものも、まさしく商業社会と呼べるようなもの
に成長する。」（WN１,39頁）  

「文明社会では、人間はいつも多くの人たちの協力と援助を必要としているのに、全生涯を通じてわ
ずか数人の友情をかちえるのがやっとである。 ...ところが、仲間の助けをほとんどいつも必要としてい
るが、その助けを仲間の博愛心にのみ期待しても無駄である。むしろ、それよりも、もし自分に有利に
なるように仲間の自愛心を刺激することができ、そして彼が仲間に求めていることを仲間が彼のために
することが、当人自身の利益にもなるのだということを、仲間に示すことができるのなら、そのほうがずっ
と目的を達成しやすい。 ...われわれは自分たちの食事をとるのに、肉屋や酒屋やパン屋の博愛心に
よるのではなく、彼ら自身の利害に対する彼らの関心による。われわれが呼びかけるのは、彼らの博愛
的な感情に対してではなく、かれらの自愛心に対してである」（WN１、25頁）  

貨幣論 

分業が進展するにつれて、交換を容易にするものが必要となる。「ほとんどの人が彼らの勤労の生産物と交換するのを

拒否しないだろう」商品を手元に貯えるようになる。これが貨幣の起源である。スミスは商業社会において貨幣は必要

なものと見ているが、それ自体を国富と考えていない。金銀を国富と見た重商主義者を批判して次のように述べてい

る。  

「貨幣は、それ自体は社会の収入のいかなる部分でもない。しかも、この貨幣を媒介にして、社会の全
収入が様々な成員の間に規則的に分配されるのである。流通のこの大車輪は、それを媒介にして流
通する財貨とはまったく別のものである。社会の収入は全てこれらの財貨から成立っていて、これらを
流通させる車輪から成立っているのではない。」（WN１、442頁）  

貨幣が登場することで、商品は価格表示されることになる。しかし、貨幣による価格表示は名目価格でしかなく、「商品
の真の価格」は何で計られるか、を問題にする。すなわち「価値尺度」の設定問題である。スミスは真の尺度は「労働」
であるとした。これを「支配労働尺度」と呼ぶ。「支配(command)」とは、購入するという意味である。今日的に言えば、価
格デフレーターとして賃金率を選択したということになる。 

「あらゆるものの真の価格、すなわち、どんな物でも人がそれを獲得しようとするにあたって本当に費や
すのは、それを獲得するための労苦と骨折りである。あらゆるものが、それを獲得した人にとって、また
それを売りさばいたり他の何かと交換したりしようと思う人にとって、真にどれほどの価値があるかといえ
ば、それによって他の人々に課することができる労苦と骨折りである。....富の価値は、この富を所有
し、それをある新しい生産物と交換しようと思う人たちにとっては、そうした人たちがそれで購買または
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支配できる労働の量に正確に等しい。」（WN１、52頁）  

■スミス価値論の混乱 

上記引用箇所には、価値の決定要因の議論と、決定された価値の尺度の議論との混同がある (1)投

下労働量で価値が決定されるとする投下労働価値説が、 (2)名目価値のデフレーターの選択である

尺度論の中に混在している。前者は生産の段階で決まる価値を問題にしているが、後者は交換され

た商品の価値を問題にしているといえよう。  

(1)商品Ａと商品Ｂの投下労働量が同じ→商品Ａ＝商品Ｂ 

(2)商品Ａの真実価値は商品Ａで購入できる労働量（商品Ａの真実価値＝商品Ａの価格÷貨幣賃金

率） 

後にマルクスはスミスの価値論の２面性を問題にし、投下労働価値説だけを正しい価値論とした。それ

ゆえ、投下労働価値説を継承した系譜である スミス→リカードウ→マルクス というラインこそが経済

学の正しい発展であると見なす考え方がわが国では強かった。しかし、スミスの議論の大半は尺度論

であって、投下労働価値説はごくわずかしか論じていない。スミス自身も投下労働価値説は未開社会

に妥当するだけで、資本や土地の所有がはじまると、投下労働価値説は妥当しなくなると明言してい

る。ちなみに、資本主義社会においては、商品Ａの支配労働量＞商品Ａの投下労働量 となる。  

自然価格論 

分業の進展から資本主義の認識へと議論が進んでいく。分業が進展していくにつれて、生産物の販売までの期間、

「職人を扶養し、仕事の材料と道具を供給するのに十分なストック」がすでに貯えられて（蓄積されて）いなければなら

ない。ストックからの利潤がなければ、ストックを貯えようとする人間はいないであろう。こうして、資本ストックを供給する

資本家階級とその収入である利潤が説明される。同様にして、土地を私有する土地所有階級とその収入である地代が

説明される。  

さて、スミスは需要と供給で決まる「市場価格」と、生産者が長期的に供給を続けられる「自然価格」とを区別した。賃

金、利潤、地代には、その場所と時代において「自然率」という平均的な率があり、その３者の合計で自然価格が決定

されると考えた（「価値構成説」と呼ばれる）。また、自然価格での需要量のことを「有効需要」とスミスは呼んでいる。仮

に、供給量が有効需要を下回れば、市場価格は自然価格を超過する。このとき賃金、利潤、地代のいずれかは自然

率を越えて上昇するので、供給量を増加させることになる。その結果は、市場価格はいずれ低下し、自然価格水準に

向かうことになる。逆は逆である。  

「もし市場にもたらされる数量が有効需要に足りないような場合には、価格の構成部分のあるものは、
その自然率以上に上昇するに違いない。もしそれが地代であるならば、他の地主たちの利益への関
心が自然に彼らをうながして、こうした商品を作るために一層多くの土地を提供させるであろう。もしそ
れが賃金や利潤であるならば、他の全ての労働者や商人の利益への関心がそれを製作し、市場にも
たらすために一層多くの労働と資本を用いさせるであろう。市場へもたらされる数量は、まもなく有効需
要を満たすのに十分となるだろう。その価格のそれぞれの部分はすべて、まもなくその自然率へと下
がり、価格全体としてはその自然価格まで下がるであろう。／自然価格というのは、いわば中心価格で
あって、そこに向けて全ての商品の価格がたえず引きつけられていくものである。」（WN１、98頁）  

それでは、賃金、利潤、地代の自然率はどのように決まるのであろうか。「社会の貧富、その進歩、停滞、衰退の状態

に依存する」（WN１、107頁）とスミスは考えた。経済の進歩は賃金と地代の自然率を引き上げ、利潤の自然率を低下さ

せる。これがスミスの結論である。  

高賃金論 

賃金は家族の扶養を可能にする水準－－スミスは子供二人を育てられる水準を想定している－－が、それ以上、賃金

を引き下げえない最低水準であるとする。労働に対する需要が増大するときには、この水準よりもかなり高いところにま

で賃金率を引き上げうるとスミスは述べている。重要なことは、国富の絶対的な大きさではなく、経済成長率が賃金の

自然率を規定すると見なしている点である。  

「労働の賃金の上昇をもたらすのは、国民の富の現実の大きさ如何ではなくて、富の恒常的な増加で
ある。だから労働の賃金は、もっとも富裕な国においてではなく、もっとも繁栄しつつある、言い換える
ともっとも急速に富裕となりつつある国において最高となる。イングランドは確かに現在では北アメリカ
のどの地方よりも大いに富裕な国である。けれども労働の賃金は北アメリカの方がイングランドのどの
地方と比較しても大いに高い。」（WN１、118頁）  
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この賃金の見方は「高賃金の経済論」と呼ばれる考え方と結びついている。スミス以前の重商主義者たちの間には、低

賃金肯定論が多かった（コルベールなど）。なぜならば、低賃金であれば製造コストが低くなり輸出競争力が強まるし、

また低賃金であれば労働者が生活の維持のために長時間労働せざるをえなくなるからである。しかし、社会の幸福と

いう観点からは、高賃金が望ましいという考え方をスミスは提起した（なお、賃金率の高低は当然のことながら支配労働

ではなく、購買できる商品量で比較されている）。この議論が序文の富裕の一般化論と対応していることは明らかであ

ろう。  

「奢侈が最下層の人々にまで広がっているとか、今では労働貧民たちは以前に満足していたのと同じ
衣食住ではもはや満足しないだろう、という不平をよく耳にする……。下層の人々の生活条件がこのよ
うに改善されたことは、社会にとって利益と見るべきか、それとも不利益と見るべきか。答えは明らかで
ある。様々な使用人、労働者、職人は全ての巨大な政治社会の圧倒的大部分を構成している。この
大部分の者の生活条件を改善することが、その全体にとって不都合と見なされるはずはない。どんな
社会も、その成員の圧倒的大部分が貧しく惨めである時に、隆盛で幸福であろうはずはない。」（WN
１、133頁）  

高賃金は労働者の生活条件の改善だけではなく、労働者の勤勉をも刺激し、生産力の上昇に繋がるとも考えていた。
『国富論』において生産力を規定する要因には、(1)分業だけではなく、(2)高賃金も含まれているのである。 

「豊かな労働の報酬が〔人口〕増殖を刺激するように、庶民の勤勉も増進させる。労働の賃金は勤勉の
刺激剤であって、勤勉というものは…… それが受ける刺激に比例して向上するものである。生活資料
が豊富であると労働者の体力は増進する。また、自分の境遇を改善し、自分の晩年が安楽と豊富のう
ちにすごせるだろうという楽しい希望があれば、それは労働者を活気づけて、その力を最大限発揮さ
せるようになる。」（WN１、138頁）  

利潤率低下論 

スミスは経済が成長すると利潤率は低下していく傾向があると考えた。その理由を競争の増大で説明している。すなわ

ち、同一事業で資本ストックの増加があれば利潤率は低下する。だから、社会全体でも利潤率の低下傾向があると考

えたのである（今日的な観点から見れば、理論的には飛躍があると言わざるをえないが）。  

「賃金を騰貴させる資本（ストック）の増加は、利潤を引き下げる傾向がある。多数の富裕な商人の資
本が同一事業に振り向けられる時、彼ら相互の競争は自然にその利潤を引き下げる傾向がある。ま
た、同じ社会で営まれる種々様々な職業において、同じような資本の増加がある時は、同じ競争がこ
れら全ての事業で同じ効果をもたらすに違いない。」（WN１、148頁）  

利潤率の低下を考えた背景には、 (1)利潤を取得する階層は社会の利害とは合致しないという考え方（スミスの利潤の
捉え方には独占利潤という考え方が影を落としている）と (2)賃金上昇の相殺要因としての利潤低下という考え方の二
つが指摘できる。後者については次のように述べている。 

「富裕をめざして急速に進んでいる国々では、低い利潤率が多くの商品価格の面で、労働の高い賃
金を相殺するであろう。また、この低い利潤率のために、これらの国々は、そこまでは繁栄しておらず、
労働の賃金もずっと低いと思われる隣国と同じように、安く売ることができるであろう。」（WN１、163頁）  

つまり、高賃金肯定論を補足する議論として、利潤率の低下論を唱えているのである。 

ヒュームもまた、スミス同様に競争の増大による利潤率低下論を唱えていた。「商業が広範になり、大資本を用いるとき

には、商人たちのあいだに競争関係が生ずるに違いなく、それは、大資本が交易自体を増大させると同時に、交易の

利潤率を低下させる」（「利子について」）。スミスはこのヒュームの考え方を継承していたと考えられる。なお、低下のメ

カニズムは異なるにせよ、利潤率が低下していくという結論自体は、リカードウ、マルクス、ワルラスなど、その後の多く

の経済学者が抱いていた考え方でもある。  

蓄積論 

『国富論』第２篇は経済成長（拡大再生産）を扱う。今日的な見方では、拡大再生産の議論の中心は生産の増加に必

要な機械などの生産手段（資本ストック）の増大に置かれる。スミスにもそのような視点がないわけではない。しかし、ス

ミスの関心は拡大再生産の担い手である労働者に置かれている。スミスは労働者を「生産的労働者」と「不生産的労働

者」に区分する。前者は有体物を生産する労働者で、後者はサービスを生産する人たちである。農民や製造工は前者

の代表である。社会的には必要であっても、有体物を生産しなければ不生産的であると区分される。軍隊、聖職者、法

律家、医師、俳優、家事使用人、これらの生み出したサービスは、「生産される瞬間に消滅してしまう」（WN１、518頁）

から、国を富裕にすることはない、というのがスミスの考え方である。  

富裕な人間が収入を家事使用人の雇用などに当てれば、生産的労働者の割合は低下する。富裕な人間が収入を貯

蓄し、資本ストックを増やすことで生産的労働者は増加する。「富裕な人々が貯蓄する部分は、利潤を獲得するために
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直ちに資本として用いられる」（WN１、529頁）。節約により資本ストックを増やすことが、蓄積（拡大再生産）の必要条件

である、だからスミスは貯蓄を賛美する。  

「われわれが一国の真の富と収入をどのようなものであると想像するにせよ、....すべて浪費家は公共
社会の敵であり、節約家はすべてその恩人である。」（WN１、533頁）  

経済が発展するにつれて人々は浪費を減らしていくだろうとスミスは考えた。スミスが問題にしたのは個人の浪費よりも

むしろ、国家としての浪費である。次の引用にある必要以上の軍隊への支出には、植民地アメリカを維持するための軍

隊への支出が読みこめるであろう。  

「大国が、私的な浪費や不始末によって貧乏になるようなことは決してないが、公的な浪費や不始末
によってそうなることは時々ある。公収入の全て、またはほとんど全ては、たいていの国では、例えば次
のような不生産的な人間の維持に用いられる。すなわち、多数の人の群がる壮麗な宮廷、宗教関係の
大造営物、平時には何物も生産せず、戦時には戦争継続の間ですら自分たちの維持費を償うにたり
る何物も獲得しない大艦隊や大陸軍、などを構成する人々がそれである。そういう人々は、自分自身
は何も生産しないので、他の人々の労働の生産物によって全て維持される。」（WN１、535頁）  

■生産的労働の二面的規定 
スミスは生産的労働の規定として、有体物を生産する労働という意味の他に、雇用主に利潤をもたらす労働という意味
でも用いている。この二つの生産的労働の規定は必ずしも一致しない。例えば、タクシー・ドライバーは、サービス労働
であるが利潤を生み出す。逆に、おかかえ工芸家の労働は、モノを生産するが利潤を生み出すわけではない。18世紀
には二つの規定にそれほどズレが生じなかったが、分業の進展につれて一致しない職種が増えてきたと考えればよい
だろう（参考：三土修平『経済学史』70頁）。 

補足：貯蓄＝投資論 

スミスの貯蓄賛美論は貯蓄が必然的に投資されるという想定に支えられている。この想定は後にセー法則として整備さ

れ、１９世紀から２０世紀半ばにケインズが登場するまでの古典派、新古典派経済学における標準的な前提となってい

く。スミスの議論をたどってみよう。  

「人は、自分の収入のなかから貯蓄する全てを自分の資本に追加することで生産的労働者の追加数
を維持するのに用いるか、あるいはそれを利子と引き換えに、すなわち相手の利潤の一部と引き換え
に他人に貸し付けて、その人が資本を活用できるようにする。」(WN１、528頁)  

収入は貨幣で受け取る。だから今日の人間ならば、この引用を次のように理解するだろう。貨幣で得た収入を自分の

ための消費に用いるのではなく、貯蓄する。この貯蓄した分を、自ら追加労働者の雇用に利用するか、それとも直接に

あるいは金融機関を経由して他人に貸し付ける。貸付を受けた人間はそれを資本として使用する。しかし、このような

理解だけでは不十分である。スミスの議論は古典派特有の実物経済論に支えられているからである。資本は主に労働

者の消費財としてイメージされている。だから、「資本を活用する」というのは、消費財（主に食糧）を支払って労働者を

雇用するという意味なのである。実際には雇用者が賃金を貨幣で支払い、労働者が受け取った賃金で消費財を購入

するのであるが、これらのプロセスはワンセットのものとして扱われている。雇用者（富裕なもの）は労働者に支払う消費

財を所持する階級として把握されているのである。これらの理解があれば次の引用も理解できよう。スミスをはじめとし

て古典派経済学者の資本概念には曖昧なところがあるが、おおよそはここで述べたように労働者の雇用のためにとっ

ておかれた賃金財でイメージされている。後に賃金基金と呼ばれるようになる。  

「年々貯蓄されるものは、年々消費されるものと同じように規則的に消費され、またほぼ同じ期間内に
消費される。だが、それが誰によって消費されるかによって違いが生じる。富裕な人の収入のうち彼が
年々消費する部分は、たいていは怠惰な客人や家事使用人によって消費されるので、これらの人た
ちは消費したあとには何も残さない。ところが富裕な人が年々貯蓄する部分は、利潤を獲得するため
にただちに資本として用いられるのであるから、前者と同じやり方でまた同じ期間内に消費されること
になる。しかし、前者とは異なった人々、すなわち労働者、製造工、手工業者によって消費されるので
あって、この人たちは自分たちの消費の価値を利潤とともに再生産するのである。」（WN1,529頁）  

消費財を誰に消費させるかを決定するのが富者の貯蓄ということになる。さて、古典派的な実物経済論では、貯蓄は

必ず投資されるものとイメージされてしまうことも容易に理解できるであろう。貯蓄が投資されないとすれば、それは消

費されない消費財が富者の手元に積み上げられることになってしまうからである。古典派の貯蓄論のポイントは、(1)貯

蓄が投資を決定する（逆ではない）、(2)投資されない貯蓄は存在しない（ミス・マッチを除く）、(3)蓄蔵手段（価値貯蔵

手段）としての貨幣の存在はそもそも貯蓄論からは排除されている、ということになる。これらのポイントが正しいとすれ

ば、富裕なものが貯蓄を増やすためにいかに消費を減らしたとしても、誰かが必ず消費するはずであるから、需要不足

が発生することはありえないことになる。スミスが貯蓄を賛美したのは、このように理論的に需要不足が排除されていた

からである。  
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スミスも資本が有効に使われない可能性があることを完全に否定したわけではない。スミスの議論には
実物的な資本と貨幣との混同があるが、大まかに整理すれば有効な投資主体のところに資本がうまく
配分されないでデッド・ストック化している資本の存在を認めている。これは総需要の不足というよりも、
資本配分のミスマッチと見なした方がよいだろう。デッド・ストックを活性化させるために信用に一定の
役割があることをスミスも認めている。具体的には手形あるいはそれを割引して発行される銀行券によ
るデッド・ストックの流動化である。こうした信用機構の担い手という限りでは銀行の役割も肯定的に認
めている。ただし、金融の不安定性に懸念を抱いていたスミスは、割引は真正手形（商品の売買にとも
なって振り出される手形）に限定すべきであることも強調した。ステュアートのように信用による需要創
出という積極的な役割を銀行に認めることはなかったのである。  

マンデヴィルの有効需要論では消費こそが生産を生み出す要因であった（浪費賛美論）。スミスはマンデヴィル的な経

済像を破壊し、その後150年以上続く経済学の大前提＝セー法則を樹立したことになる。セー法則とは供給されたもの

には需要があるという考え方である。セー法則は、古典派の傍流マルサスによる消費と生産とのギャップという批判や、

マルクスによる蓄蔵貨幣論などの挑戦を受けるが、ケインズが登場する1930年代までは自明の法則として経済学に君

臨することになる。  

小括 ： 好循環 

スミスの体系では、経済成長がさらなる成長の条件を準備する好循環となっている。  

資本の投下順序 

資本は投下部面によって、農業、工業、卸売り業、小売業の順番で付加価値は小さくなると考えていた。本来ならば

「自分自身の私的利潤に対する配慮から」（WN１、585頁）、この順序で自然と資本は投下されていくはずである。しか

し、重商主義政策が実行されているために、あるいはそれが廃止された後までも、不自然な慣習によって、卸売り業の

一部である外国貿易に資本が過剰に投下されているとスミスは見ている。  

「〔政治経済学の〕目標としては、国内商業よりも消費物の外国貿易を、またはこの二つどれよりも中継
貿易を優先させたり特別に奨励したりすべきではない」（WN１、581頁）  

「事物の自然の成り行きとして、およそ発展しつつあるすべての社会の資本の大部分は、まず第一に
農業に、ついで製造業に、そして一番最後に外国貿易に投下される。 ....ヨーロッパのすべての近代
国家においては、この自然の順序が多くの点でまったく逆転されている。」（WN２、10頁）  

商業の秩序形成機能 

『道徳感情論』で擁護されていた商業社会は、『国富論』では歴史的な観点から肯定される。スミスの商業社会の大雑

把なイメージを第３篇で確認しておこう。商業社会以前は「戦闘状態」でかつ、住民は「領主に対して奴隷的隷属状

態」に置かれていた。ここに自由と安全をもたらしたのが商工業であったというのがスミスの歴史観である。  

「従来ほとんどつねに隣人とは戦闘状態にあり、領主に対しては奴隷的隷属状態におかれて暮らして
きた農村住民の間に、商業と製造業は徐々に秩序と善政をもたらし、それとともに個人の自由と安全
をももたらした。この点はほとんど注意されていないのだが、商工業がもたらした結果の中でもっとも重
要なものである。」（WN２,53頁）  

このような商工業の発展をもたらしたのは、それを意図することのなかった人たちであったとスミスは述べている。「社会

の幸福にとって至上の重要性をもつ一変革が、このようにして、社会に貢献するつもりなど少しもない二種類の人々に

よって引き起こされたことになる」(WN2,64頁)。「子供じみた虚栄心」により製造品を欲する大地主と、「自分の利益だけ

を念頭において儲けられるところでは儲けようとする」商人や職人たちであった。スミスもまた、農業と都市の商工業との

分業が経済を発展させてきた、と見ている。しかし、商工業を先導役とした経済発展を不自然なものと見ている。  

「ヨーロッパの大部分を通じて、都市の商工業は農村の改良と耕作の結果ではなく、その原因であり誘
引であった。けれども、この順序は事物の自然の成り行きに反しているので、必然的にその歩みは遅く
かつ不確実である。富が商工業に依存することの大なるヨーロッパ諸国の遅々たる進歩を、富が農業
の上に築かれているわが北アメリカ植民地の急速な発達と比較してみるがよい。」(WN2,65頁)  

   ←←←←← ←←←←← ←←← ←   

  ↓   ↑ 

 経済成長→＜ 
分業の進展 

＞ → 生産性上昇 
高 賃 金 

  ↑ ↓ 

 貯蓄習慣・蓄積 
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政府の役割 

スミスはアメリカ独立を支持したが、アメリカに限らず植民地政策をスミスは全面的に否定している。重商主義批判の中

心ポイントであった植民地政策批判を引用しておこう。  

「ヨーロッパ諸国の政策はアメリカ植民地の最初の建設においても、また、その植民地の統治に関する
限り、その後の植民地の繁栄においても、誇るに足るものはほとんどない。愚劣と不正、これこそが植
民地建設の最初の計画を支配し指導した根本の動機であったようだ。すなわち、金銀鉱山をあさり求
めた愚劣がそれであり、またヨーロッパ人に危害を加えるどころか、最初の冒険者たちを親切に手厚く
迎えた穏やかな原住民の国土を貪欲にに領有しようとした不正義がそれである。」（WN２,341頁）  

重商主義批判の一つとして社会に不利益をもたらす様々な規制の撤廃をスミスは主張する。その一つが市場の制限

である。  

「しかしながら、商業や製造業のどんな特定部門でも、商人たちの利害は、つねにいくつかの点で公
共社会の利害と違っているし、それと対立することさえある。市場を拡大しかつ競争を制限することは、
つねに商人たちの利益である。市場を拡大することは、公共社会の利益と十分に一致することがしば
しばあるが、競争を制限することは、つねに公共社会の利益に反するにちがいないしまたそれは、商
人たちが、自然の率以上に利潤を引き上げることによって、自分たちの利益のために、他の同胞市民
から不合理な税を取り立てるのに役立つだけである。商業上のなにか新しい法律か規制について、こ
の階級から出てくる提案は、つねに大いに警戒して聞くべきである。また、その提案を採用するにあた
っては、最も周到な注意ばかりか、最も疑い深い注意をも払って、長く念入りに検討しなければならな
い。」（WN１、406頁）  

特権や制限がなくなれば、「自然的自由の制度」が実現すると考えた。それは「正義の諸規則」の範囲内で個人が利
益を追求していく体制である。この体制のもとではあたかも「見えざる手」に導かれるように、個人の利益の追求が公共
の利益の増進につながることになる。 

「社会公共の利益を増進しようなどと意図しているわけでもないし、また自分がどれだけ増進している
のかも知っているわけではない。 ....彼らは自分自身の利得のために産業を運営するのだが、そうす
ることによって、彼は他の多くの場合と同じく、この場合にも見えざる手に導かれて、自分では意図して
いなかった一目的を促進することになる。彼がこの目的を意図していなかったということは、意図してい
た場合に比べて必ずしも悪いことではない。社会の利益を増進しようと思いこんでいる場合よりも、自
分自身の利益を追求する方がはるかに有効に社会の利益を増進することがしばしばある。社会のた
めにやるのだと称して商売をしている輩が、社会の福祉を真に増進したというような話は、いまだかつ
て聞いたことがない。」（WN２、120頁）  

スミスは、意図せざる結果として、個人の利益の追求が公共の利益を増進させるメカニズムを経済の分析を通じて明ら
かにしたことになる。次の引用では意図せざる結果の逆、すなわち、「意図しても実現できない結果」とでも言いうる状
況にも言及がある。こうした議論は後のハイエクによって、「設計主義の限界」として論ぜられていく。スミスの理想とす
る社会において、政府の役割はかなり限定される。 

「それゆえ、特恵あるいは制限を行なういっさいの制度が、こうして完全に撤廃されれば、簡明な自然
的自由の制度がおのずからできあがってくる。そうなれば、各人は正義の法を侵さないかぎりは完全
に自由に自分がやりたいようにして自分の利益を追求し、自分の勤労と資本をもって、他のだれとで
も、他のどの階級とでも競争することができる。そうなれば、国の主権者は、私人の勤労を監督して社
会の利益に最も適合する事業に向かわせるという義務から、完全にまぬがれることになる。もし主権者
にしてこの義務を遂行しようなどとするならば、つねにかならずや限りない妄想に陥るのであって、しか
も人の智恵と知識の限りを尽くしても、これを正しく遂行することは不可能なのである。自然的自由の
制度によれば、主権者が配慮すべき義務はわずかに３つである。」（WN２、511頁）  

主権者の義務は国防、司法、公共事業（および公共施設）に限定される。国防と司法は商業社会の大前提である、所
有権や契約を遵守、維持させるために必要なものである。公共事業は、社会にとっては有益であっても「個人または少
数の個人ではそういう事業からの収益で費用を償うことができない」（WN３、54頁）から、政府が支出すべきであるとし
た。 

租税４原則 

スミスは租税をかける際に守るべき原則として、租税４原則を挙げる（これは公務員試験でもよく出題される！）。  

1. 公平：租税能力に応じた負担（応能原則＋応益原則）  
2. 明確：支払い金額・納税の時期・支払い方法が明瞭であること  
3. 便宜：支払うのに都合のよい時期や方法であること  
4. 徴税費節約：  

公平の原則については次のように述べている。  
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「全ての国の国民は、その政府を維持するために、各人がそれぞれの税負担能力にできるだけ比例し
て、言いかえれば、各自が国家の保護の下で、それぞれの手に入れる収入にできるだけ比例して拠
出すべきである。大国における政府の経費と各個人との関係は、一大所有地における、その経営費と
共同借地人との関係に似ており、共同借地人は誰でもこの所有地から受ける、それぞれの利益に比
例して拠出する義務がある。この原則を守るかいなかということに、いわゆる課税の公平不公平がかか
っている。」（WN３,220頁）  

この部分についての解釈には論争があり、応益原則（利益説）として理解される場合が多い。しかし、私見では応能原

則（能力説）と読むべきと思われる。というのは、このパラグラフ自体には解釈の幅がありうるにしても、これ以後に展開

される個々の租税の検討において、第一原則は明らかにを税負担能力として解されているからである（ex.WN3,225

頁）。  

スミスはこれら４原則に加えて、生産の妨げになりにくい租税を選ぶべきとしている。実はこの基準がもっとも重視され

ている。これらの基準を完全にクリアする租税は存在しないが、比較的すぐれた税として、奢侈品にかける税と土地の

評価にもとづいた地代税および家屋の敷地かける税などを推奨している（現代風に言えば、高級品への物品税と固定

資産税にほぼ相当する）。他方、賃金や利潤にかける税を批判している。  

俗説的解釈 

スミスが商業社会を肯定的に見ていたことは否定できない。しかし、スミスの意図を超えた一面的な解釈が長年行われ

てきたのも事実である。例えば、「レッセ・フェール論者としてのスミス」や、「スミスは政府を必要悪と見なしていた」とい

った俗説的解釈である。  

「政治経済学は、およそ政治家あるいは立法者たるものの行うべき学の一部門としてみると、はっきり
異なった二つの目的を持っている。その第一は、国民に豊かな収入もしくは生活資料を供給すること
である。つまり、もっとはっきり言えば、国民にそうした収入や生活資料を自分で調達できるようにさせ
ることである。第二は、国家すなわち公共社会に対して、公務の遂行に十分な収入を供することであ
る。だから経済学は、国民と主権者の双方をともに富ませることを目指している。」（WN２、75頁）  

『国富論』全体を政府と商業社会との分業論として読むことも可能である。第１，２篇が商業社会内部の分業論を扱い、

第３，４篇が重商主義批判を通じて国家による分業の消極的側面を扱ったのに対して、第５篇が国家による分業の積

極的側面を扱ったということになる。「商人〔民間〕の性格と主権者〔政府〕の性格ほど両立しえない性格はない」（WN

３、212頁）と述べているように、商業社会と国家は全く異なる原理において機能する。今日的な表現を用いれば、民間

のやるべき仕事と政府のやるべき仕事の性質の違いを示したものと言える。  

商業社会（市場）においては資本家の利己的な活動も肯定されていたが、資本家層は政治の担い手にはふさわしくな

い階層と見なされている。『国富論』において政治の担い手として期待されているのは地主である。彼らは利己的な原

理ではなく、社会全体の利害に即して行動すると考えられたからである。（地代は社会の進歩とともに増大する。それ

ゆえ、地主の利益と社会全体の利益は合致する、というのがスミスの見方である）。  

今日話題になっている「郵便事業」についての言及がある。スミスによれば、郵便事業は郵便料金で
利潤を容易に回収できるから「どんな性格の政府が経営してもうまくゆく、唯一の商業的企業である」
（WN３、210頁）ということになる。原理的には民営化が可能であるが、スミスは国家の一収入源として
郵便事業を位置付けており、民間に委ねるべきとは言っていない。  

商業社会において労働者が勤勉になっていくという肯定的側面を強調したが、同時に否定的側面も見失ってはいな

い。分業による部分労働者化の問題と都市における放縦の問題である。  

「分業の発達とともに、労働で生活する人々の圧倒的部分、つまり国民大衆のつく仕事は、少数のし
ばしば一つか二つのごく単純な作業に限定されてしまうようになる。……努めて理解力を働かせたり工
夫を凝らしたりする機会がない。こうして、自然にこうした努力をする習慣を失いたいていは神の創った
人間としてなり下がれるかぎり愚かになり、無知になる。……進歩した文明社会ではどこでも、政府が
何か防止の労をとらぬかぎり、労働貧民、つまり国民大衆の必然的に陥る状態なのである」（WN３、
143頁）  

この対策として、初等教育の義務化を提案している。最後に、放縦の問題を、諸君らへの警句として挙げておこう。 

「田舎の村にいる間なら、彼の行動は注目もされようし、自分の行動に気を配らなければならないかも
しれない。……ところが、大都会に出て来るやいなや、彼は世に埋もれ、不善のうちに身を潜め
る。……ありとあらゆる低劣な道楽と悪徳に身を持ち崩すことにどうしても陥りやすい。」(WN３、169頁)  

■金融不信 
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「今日の資本主義体制の擁護者スミス」といったスミス像も大幅な修正が必要である。 J.ステュアートのところで述べた、
18世紀の多くの論者に共通する金融に対する不信感をスミスも抱いていた。商人が支払いの準備として手元に遊休さ
せておく金貨銀貨を活性化させるという限りでは銀行の役割を肯定的に見ていたが（WN1,498頁）、「紙券というダイダ
ロスの翼で吊り下げられている」危険性を免れないと見ていた。スコットランドでは1772年に貸付を主要な業務としたエ
ア銀行が倒産しており、その経験もスミスに影響を与えている。信用貨幣はその背後に商品の売買を伴うものでなけれ
ばならないと考えていた。スミスは現代資本主義の根幹と言える株式会社を批判的に見ていたし、銀行券の過剰発行
の危険性が高い信用創造も行なうべきではないとした（真性手形説）。 

「銀行や銀行業者は、手形割引やキャッシュ・アカウントという便宜を提供する以上に業務を広げようと
すれば、自分たちの利益と安全を損なうことになる。銀行というものは、自分の利益に忠実であろうとす
れば、一人の商人に営業する際の流動資本の全部、またはその大部分でさえも貸し付けることはこと
はできない。なぜならば、...〔銀行への〕還流の総額は流出の総額からあまりにもかけ離れているから
である。...まして銀行が、固定資本のかなりの部分を貸し付ける余地などあろうはずはない。」(WN
１,472頁)  

基本的にはスミスは、「自然的自由」を実現することが政府の役割であると認めている。しかし、銀行による手形受取り
（＝割り引く）と振り出しについては、社会の安全を脅かすという理由で、例外として「自然的自由」を侵害してもかまわ
ないと見ていた。 

「疑いもなくこのような〔手形発行・割引に対する〕規制は、ある点では自然的自由の侵害と見なすこと
ができよう。しかし、少数の人の自然的自由の行使が、もし、社会の安全を脅かすおそれがあるなら
ば、最も自由な政府であっても、最も専制的な政府の場合と同じように、政府の法律によって抑制でき
るし、また抑制されるべきものである。」(WN1,505頁)  

スミスまとめ 

『国富論』は「分析的」というよりも「記述的」な性格が強い書物である。言いかえれば、きわめて歴史的な性格が強い書

物である。しかし、『国富論』は経済システムを体系的に描き出そうとした傑出した試みであることは否定できまい。商業

社会の擁護や、重商主義批判のために、あれだけ大部の体系的な書物を著さざるをえなかったと言ってもよいだろう。

分析的な発展は後のリカードウによって飛躍的に前進することになる。  

 

 

 

 

 

 

 

古典派経済学の展開 

はじめに 

産業革命期の経済社会を理論的に分析したのがリカードウである。スミスの記述的な『国富論』に対して、リカードウは

きわめて論理的な体系を提示した。リカードウの経済学は古典派の頂点を画すると言ってよい。それはリカードウ学派

と呼ばれたマカロックやジェームズ・ミルたちに継承されていく。マルクスも経済理論の基本的な枠組は多くをリカードウ

に負っている。  

リカードウの同時代であり、論争相手であったマルサスは『人口論』で知られる。マルサスの提示した人口法則は、古典

派蓄積論を支える道具として利用されていく。他方、マルサスはリカードウ経済学に反旗を翻した人物であり、古典派

経済学の中では傍流に位置する。マルサスの経済学は同時代には主流となることはなく、20世紀になってケインズに

よって再評価されることになる。  

ここではまずマルサス『人口論』における社会像を確認し、次にマルサスとリカードウの穀物法を巡る論争を概観し、そ

こから生まれたリカードウ『経済学原理』の内容を見ていく。最後に、リカードウに対してどのようにマルサスが反論を加

えたかを見ることにする。  

マルサスの時代 

スミス『国富論』に登場する資本家や労働者は必ずしも近代的な３階級ではなかった。事実、独立小生産者がしばしば

登場する。マルサスが活躍した時代は、産業革命の真っ只中であった。産業革命は独立生産者を没落させ、資本家・

賃労働者・地主の３階級社会を完成させた（独立自営農民ヨーマンは1815年に消滅したとされている）。  

スミスの予言は、飛躍的な生産力の発展という点では正しかったが、富裕の一般化という点では、必ずしも当たったと
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はいえない。産業革命は貧しい労働者階級を生み出したのである。貧困と道徳的退廃が彼らの間に蔓延した。  

世紀末になると食料不足や物価上昇により農村の困窮は強まった。これを救済するために1795年にスピーナムランド

制度という救貧制度がイングランド南部ではじまる。従来の救貧制度は救貧院に収容された貧窮者のみを救済の対象

としていたが、スピーナムランド制度は救貧法を拡大適用し、院外にまで対象を広げて、低い賃金の補填を教区（地域

行政単位、日本の村・集落に相当）が行うようにした。  

フランスでは革命（1789‐1799）の勃発により旧体制は瓦解した。フランス革命はロベスピエールらのジャコバン派によ

って急進化する過程で、近代化への市民革命という枠を越えて、平等主義的な思想を生み出していく。この思想はイ

ギリスにも影響を与え、労働運動や議会改革運動を活気づけることになった。  

マルサスの平等主義批判 

フランス革命に対する熱狂的雰囲気の中で生まれたのが、無政府主義者ゴドウィンの『政治的正義に関する研究』

（1793）である。ゴドウィン(1756-1836)は人間の進歩に全幅の信頼をよせており、ユートピア社会が実現できると考えて

いた。人間の理性はどこまでも進歩し、自然は理性が生み出したテクノロジーによって管理され、人間の欲望も理性に

よってコントロールされるようになると考えた（ゴドウィンはテクノロジーの進歩で人間は不老不死になるとさえ言ってい

る）。こうした社会を実現するにあたって、私的所有制度や政府は障害でしかなかった。私的所有制度がなくなれば階

級のない平等社会が実現し、労働時間は短縮され、貧困は解消するとゴドウィンは考えた。また政府は人々を抑圧す

る機関に他ならないと位置づけられた。なぜならば、平等社会が実現すれば、人々の間に支配し、支配される関係が

なくなるから、政府が必要なくなると考えたのである。  

マルサス 1766-1834：イングランド生まれ。ケンブリッジ大学を卒業し、イギリス国教会の牧師となり、後
に東インド大学で経済学の教授となる。これは世界で最初の経済学の教授職と言われている。『人口
論』(1798)は広範な領域に大きな影響を及ぼした。リカードウとの経済学上の論争は『経済学原理』
(1820)として結実する。引用は『人口論』とあるのは初版で永井義雄訳『人口論』（中公文庫）、 2nd, 
3rd とあるのは原典ページ。  

『人口論』の第一のねらいはゴドウィンらの平等主義を批判することにあった。 

「ゴドウィンが提唱している平等の制度は、疑いもなく、これまでに現れたいかなる制度にもまして、うつ
くしく魅力がある。理性と信念とだけによって作り出される社会の改良は、力によって実現され維持さ
れるいかなる変革よりも、ずっと永続する見込みがある。 ....しかし、その時は決して来ることがないの
である。その全部が夢であり、想像の美しい幻想にすぎない。われわれが現実生活にめざめ、地上に
おける人間の状況を考察するとき、これら幸福と不死との『豪華な宮殿』、これら真理と有徳との『荘厳
な寺院』は、『基礎のない幻想の建造物のように』解体するであろう。」（『人口論』110頁）  

マルサスにとってゴドウィンの議論はまさに机上の空論であった。社会問題を全て社会制度に起因するとしたゴドウィン
に対して、マルサスは社会制度ではなく、人間の本性こそが害悪の根源であると批判した。 

「ゴドウィンがその著作全体を通じて犯している大きな誤謬は、市民社会におけるほとんどすべての悪
徳と不幸を人間の制度のせいにしていることである。.... 人間の制度は、人類にとって多くの害悪の明
白かつ顕著な原因だと思われるけれども、だが実際には、人間の生命の源泉を腐敗させ、その全部
の流れを混濁させる不純なもっと根深い諸原因に比べると、表面に浮かぶ羽毛にすぎない。」（『人口
論』111頁）  

ゴドウィンが理想とした社会では、人々は平等で飢えの心配をすることもないし、両性の自由な交渉を保証するために
結婚の制度もない。マルサスはこの理想社会が人口増加のゆえに破綻するであろうと批判した。 

「私はこれほど人口増加に好都合な社会形態を考えることができない。 ...人口に対するこれらの途方
もない刺激があり、また、われわれが仮定したように、人口減少のあらゆる原因が除去されるので、人
口は必然的に、これまで知られたいかなる社会よりも急速に増大するであろう。」（『人口論』117頁）  

人口原理 

体制変革の無効性を説くために求められた「人口法則」は、食料増加率と人口増加率との相違から導出された。マル

サスは制限がなければ「人口は25年間で倍になる」と考えた（『人口論』28頁）。実際に、制限が少ないアメリカでは25

年間で人口は倍になったという経験的証拠をマルサスはあげている。人口増加の根源にあるのは「情念 passion」（性

欲）の不変性である。ゴドウィンが考えた理性による情念のコントロールという考えは、マルサスには空論と思われた。  

「ゴドウィンは両性の間の情念は、いずれは消滅することもあろうと推測した。 ....しかし、両性の間の情
念の消滅の方向に向かういかなる進歩もこれまで見られなかった。それは二千年、あるいは四千年前
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と同じ強さで、今も存在しているように思われる。」（『人口論』22頁）  

「両性間の情念が消滅に向かうがごときは、世界か存立してきた５千あるいは６千年のうちに、なにも生
じなかった。」（『人口論』128頁）  

一方、食料の増加は人口増加には追いつけないとした。この違いを「等比数列」と「等差数列」という言葉で表現したこ

とはよく知られている。  

「人口は制限されなければ、等比数列的に増大し、人間のための生活資料は等差数列で増大する。」
（『人口論』26頁）  

「〔最初の25年で食料を倍にできたとしても〕つぎの25年に生産が四倍になりうるであろうと考えることは
不可能である。それは、土地の性質に関するわれわれ全ての知識に、反しているであろう。われわれ
が考えることのできる最大限は、第二の25年における増大は、現在の生産高に等しいであろうというこ
とである。それでも、真実をはるかにうわまっていることは確かであろうけれども。」（『人口論』28頁）  

食料と人口の増加率の格差から、人口に対する「制限 check」の必然性が導かれることになる。この制限は「積極的制

限」と「予防的制限」に分類される。前者は飢え、捨て子、戦争などによる死亡率の上昇であり、後者は避妊や中絶な

どによる出生率の低下である。当時、避妊も中絶も道徳的な悪と見なされていた。イングランドのように発展している国

では、予防的制限が全階層にわたって行われているとされる。上層ならば子供の養育による生活水準の低下を避ける

ために、下層ならば子供の養育が不可能であるので結婚を遅らせる。このように予防的制限が行われているから、人

口増加率が低くなっているとした。情念は不変である以上、結婚までの間に何らかの不道徳な行いがあるとマルサスは

見ている。  

「結婚に対するこれらの〔予防的〕制限の効果は、その結果としての、世界のほとんど全ての地域で生
み出されている諸悪徳、両性を脱出しがたい不幸にたえずまきこむ諸悪徳のうちに、きわめて顕著に
見られるであろう。」（『人口論』54頁）  

かくして積極的制限も予防的制限もいずれも決して望ましいものではなく、「人口の優勢な力は、不幸あるいは悪徳を

生み出さないでは制限されない」（36頁）ということになる。マルサスは予防的制限から次のように人口は変動すると考

えた。困窮の時期には結婚に対する障害が大きくなるので出生率は低下し、また賃金も低下する。その結果、農業者

には安価となった労働を雇用するインセンティブが生まれ、耕作地を増大させる。こうして食料は増加し、労働者の生

活水準は上昇する。その結果、制限は緩和され出生率は高まる。かくして、人口は増加する時期と停滞（あるいは減

少）する時期とが交互に繰り返され（32頁）、波動(oscilation)が生まれるとした。  

■道徳的抑制 

不幸や悪徳が必然であるとするマルサスの社会観には多くの批判が向けられた。そのために、『人口論』第2版（1803）

から新たな制限として「道徳的抑制 moral restraint」を導入した。道徳的抑制とは「予防的制限のうち不規則な

(irregular)満足を伴わないもの」(2nd ed.,p.11)である。  

「道徳的抑制は、慎重の動機から出た結婚の抑制とその期間中に厳密に道徳的な行動をとることを意
味する」(3rd ed.,p.19)  

道徳的抑制は禁欲を伴う結婚の延期ということになる。マルサスにとって、これだけが道徳的な悪を伴わない望ましい

人口制限である。ただし、道徳的抑制が十分に広まる可能性について、マルサスは必ずしも明るい展望をいだくことは

なかった。マルサスを批判する陣営からは、道徳的抑制を導入したことをもって、「情念不変論を放棄したことになるか

らゴドウィン批判に失敗した」とする受け止め方が生まれた。しかし、後に見るように道徳的抑制を実行させるために

は、私有財産制や結婚制度が必要であると考えているから、ゴドウィンとの距離が大きく変化したわけではない。  

■神学と人口原理 

牧師でもあったマルサスは、キリスト教の大枠の中で人口原理を考察していた。マルサスにとって人口原理は神が与え

た法則であり、文明の進歩を説明する原理でもあった。初版『人口論』の最終２章は人口原理の神学的意味の解明に

当てられている。この世に悪が存在することと神の存在とを整合的に説明しようとする議論のことを「弁神論」と言う。最

終２章は経済学的観点からの弁神論となっている。  

「神は人口が食糧よりもはるかに速く増加すべきことを命じた。この一般法則は、疑いもなく多くの部分
的害悪を生み出すが、ほんのわずかな考察だけで、おそらくわれわはそれをはるかに越える利益をも
生み出すことを納得できるであろう。強い刺激が活動を生むのに必要だと思われる。」(206頁)  
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食料を上回る人口の増加があるからこそ、勤勉の精神が育ち、窮乏を免れるために知性を向上させてきたのである。も

し「人口と食糧とが同じ比率で増大したとすれば、人間はおそらく未開状態から脱しなかったであろう」（207頁）とマル

サスは主張している。  

「害悪が世界に存在するのは、絶望を生むためではなく、活動を生むためである。われわれは、それ
に忍従すべきではなく、それを避けることに努めるべきである。自分自身および影響をおよぼすことの
できる範囲から、害悪を除去することに最大限の努力をつくすことは、すべての個人の利益だけでな
く、義務でもあり、そして彼がこの義務を遂行する程度、努力をかたむける賢明さの程度、これらの努
力が成功する程度が、大きければ大きいほど、それだけ自己自身の精神をおそらく改善し、高めるで
あろうし、またそれだけ完全に、創造者の意志を実行するように思われる。」（222頁）  

18世紀末から19世紀にかけては、地質学や生物学などの自然科学において、旧来のキリスト教の教義と矛盾を呈する

知見が数多く提出されていた。こうした状況の中で、キリスト教の教義を時代遅れのものと捨て去るのではなく、新しい

学問的な知見と神学が整合することを主張する学者が活躍した。こうした学者は神のデザインを自然現象の中に見出

そうとする方向で研究を行っていった。同様の問題は自然科学の領域だけではなく、商業社会を擁護する経済学にお

いても問われていた。すなわち、商業社会は慈善（charity）の精神を破壊し、利己心を増長させる社会で、キリスト教の

道徳から見ると望ましくないという議論である。マルサスはこうした議論に対抗して、キリスト教の教義と商業社会のあり

方とが、さらには経済学とが矛盾しないことを示したことになる。  

私有財産・結婚制度の擁護 

平等社会は自壊し、私有財産制度と結婚制度は必然的に生まれるであろうというのがマルサスのゴドウィン批判であ

る。私有財産と結婚制度がある社会では、子供の扶養コストは両親が負担しなければならない。その結果、子供を扶

養する経済力が生まれるまでは結婚を延期せざるをえなくなる。こうして、これらの制度が人口抑制の動機を生み出す

ことになる。  

「既存の財産制度がなければ、全ての人間は自分のわずかな貯えを力で防衛せざるをえないであろ
う。利己心は勝利するであろう。争いの主題は永久に存続するであろう。」（『人口論』112頁）  

「結婚の制度、あるいは少なくとも、全ての人間にとって自分自身の子供を扶養すべき明示あるいは
暗黙の義務の制度は、われわれが想定した諸困難のもとにある社会においては、自然な推論の結果
である。」（『人口論』122頁）  

マルサスは、これらの制度の帰結が不平等を必然化することを認めている（124頁）。この点ではスミスと同様である。し
かし、いくつかの点でスミスに異議を唱えている。 

スミス批判 

スミスが国富の増大と下層階級の富裕化とを同一視していることをマルサスは批判した。  

「一国の富を増大させる傾向のある諸原因はまた、一般的に言えば、下層諸階級の人々の幸福を増
大させる傾向があることも、私は承知している。しかし、アダム・スミスはこの二つの研究を実際以上に
密接に関連するものと考え、少なくとも社会の富が増大しても、労働する人々の安楽を増大させる傾
向を全くもたない事例にふれることをやめてしまった。」(『人口論』176頁)  

マルサスの考えでは、工業製品の生産が増大しても、食料の生産が増大しなければ、労働者の状態を改善することに

はならない。蓄積によって仮に労働者の貨幣賃金が増大したとしても、食料価格の名目上の騰貴をもたらすだけに終

わるかもしれない。もちろん、食料価格の騰貴は、農業部面での投資を刺激するであろうが、しかし工業から農業へと

資本が移動するのには時間がかかり、容易に食糧生産の増大にはつながらないと主張する。  

「一国民がその年の収入から貯蓄したものを工業資本にだけ加えて、土地に用いられる資本（＝農業
資本）に加えないとすれば、その国民はより多くの労働者を扶養する力がなく、また労働の維持のため
の真の基金の増大なしに富裕となるであろう。....工業労働者にたいする需要は、農業から多くの人を
誘引し、したがって土地の年々の生産を減少させるかもしれない。」（『人口論』178頁）  

「食料価格の騰貴によって、ただちに若干の追加資本が農業に振り向けられるから、私が想定したよう
な事態は起こらないと言われるかもしれない。しかし、それはきわめてゆっくりとしか起こらない。」（『人
口論』179頁）  

マルサスは産業革命期に発生した貧困問題の原因を、農業を上回る急速な工業の成長に見出したのである。この議
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論が先に見たウォレスの議論と類似していることを確認されたい。なお、引用中の「労働の維持のための真の基金」は

物的に把握された労働者の消費財のことである。これは後に「賃金基金 wage fund」と呼ばれるようになる。  

救貧法批判 

19世紀末（1795年）にスピーナムランド制度と呼ばれる制度がイングランドで広まる。スピーナムランド制度は賃金があ

る水準を下回った場合に、救貧税によって賃金補助を行う制度のことである。今風に言えば、地方自治体による公的

扶助ということになる。この制度が実施されたために、中小の地主たちは救貧税の負担増大に対して不満を抱くように

なる。『人口論』初版の主要な目的はゴドウィン批判であったが、第２版以後は救貧法批判が主要な目的となっていく。

マルサスの救貧法批判は、社会制度を改良しても害悪はなくならないとする議論の系論と言えよう。  

マルサスの救貧法批判のポイントは、労働者に給付を行うと予防的制限（あるいは道徳的制限）のインセンティヴが破

壊されること、また給付を受けることで労働者の勤勉の精神が破壊されることにあった。  

「その〔救貧法の〕第１の明白な傾向は、人口を扶養すべき食物を増加することなく、人口を増大させる
ことである。貧民は、教区の扶助なしには家族を養っていける見込みがほとんどあるいは全くないのに
結婚する。したがって、救貧法は貧民を創りだして、それを扶養しているといえよう。」（『人口６』417頁）  

「イングランドにとって幸いなことに、独立の精神はまだ農民層の間に残っている。救貧法はこの精神
を根絶する強い傾向を持っている。」（『人口６』418頁）  

マルサスは一定の周知期間を得た後に、救貧法を廃止すべきであると提言した。人口原理をベースにしたマルサスの

救貧法批判は、救貧法改正運動の中で多いに利用されていくことになる。 1834年に救貧法は改正され、院外給付は

厳しく制限されていく。マルサスは政府が直接貧困問題を解決することは不可能であると見ていたが、教育制度を整

備することで、将来を配慮できる人間の育成を通じて、道徳的抑制を普及させる条件を整えることは可能であると考え

ていた。  

 

リカードウと地金論争 

マルサスの友人にして論争相手であったリカードウは、19世紀初頭のイングランドで盛り上がった二つの経済論争に加

わることで自らの理論体系を構築していった。リカードウが経済学者としてデビューする舞台となったのが地金論争で

ある（「金の価格」1809年）。地金論争はその後の通貨や信用に関する数多くの研究を生み出すきっかけとなっていく。 

リカードウ：(1772-1823)。古典派経済学を確立した経済学者。株の仲買人として大もうけし、1799年に
休暇先で読んだ『国富論』がきっかけとなり経済学の研究を開始する。穀物法批判のために執筆した
『利潤論』(1815)を発展させ、階級間での分配問題を焦点にした体系的な『経済学原理』(1817)を著
す。数式こそ登場しないが、きわめて緻密な理論構成はその時代としては異色であり、「宇宙人のよう
だ」と評された。分配論はマルクスなどに継承され、貿易を扱った比較生産費説は新古典派へと継承
される。 『経済学原理』の引用は雄松堂版『リカードウ全集』による。  

18世紀にはまだ中央銀行が存在していなかった。民間の金融業者たちが設立したイングランド銀行は、ロンドンでの

銀行券の独占的な発行権を持っていたが、あくまで民間業者に他ならず、他の地域では小規模な地方銀行がそれぞ

れの銀行券を発行していた。ナポレオン戦争期の1797年にウェールズにフランス兵が上陸した。この情報は人々をパ

ニックに陥れ、人々は安全な資産である金を争って求めようとした。そのために、地方銀行は兌換請求（銀行券の金貨

への交換）に見舞われる。金準備の枯渇した地方銀行はイングランド銀行から金貨を借り受けようとした。しかし、イン

グランド銀行も金準備が急速に減少した。そこで政府はポンドと金の一時的な兌換停止を決定し、金本位制から離脱

することになる。この兌換停止は1821年まで継続する。  

金本位制から離脱したために物価上昇がはじまる。多くの商品の価格が上昇し始めたのである。とりわけポンドで表示

される地金価格の上昇が注目をあびるようになった。また、為替市場では外国の通貨に対してポンドが下落する事態、

すなわちポンド安が起きていた。こうした状況の中で物価上昇の原因やその対策をめぐる論争が生まれた。これが地

金論争である。  

リカードウやマルサスなどの地金主義者たちは、イングランド銀行券の過剰発行が物価上昇の原因であるとした。彼ら

の見解によれば、もし金貨が貨幣として用いられていたとすれば、一国の経済を動かすのに必要な貨幣の流通必要

量が存在する。もし、兌換停止後にこの必要量を上回る銀行券の過剰供給があれば、銀行券の通貨価値は下落する

というのである。銀行券が過剰かどうかは地金価格を見れば判断できると地金主義者たちは考えた。  
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これに対してイングランド銀行の理事たち反地金主義者たちは、銀行券の過剰発行という議論を否定する。彼らは商

業手形の割引によって銀行券が発行されことを強調した。つまり、民間の経済活動を反映して銀行券の供給量が決定

されていると地金主義者に対して反論したのである。反地金主義者の主張によれば、物価上昇や為替下落の責任は

イングランド銀行にはないことになる。  

商業手形の割引によって銀行券が発券される場合には、割引率（短期の利子率に相当）を変動させることで発券量を

調整することが可能である。したがって、たとえ銀行券が需要に応じて発行されているにしても、利子率を操作すること

で発券量は異なるはずである。さらに言えば、民間への貸付という経路でも銀行券は発券されていく。貸出金利を操

作すれば、貸付による発券量を調整することも可能である。つまり、発券量についてイングランド銀行に責任がないと

する反地金主義者の主張には無理があったことになる。事実、1819年になると地金主義者の主張に沿う形で2年後の

兌換再開が決定され、実行されていく。さらに、リカードウはこの論争を契機にして、準備金の増減に連動させて銀行

券を発行する中央銀行制度を提案する。  

理論的には地金主義者の方がはるかに緻密な議論を展開していた。ただし、資金不足に見舞われて
いた地方銀行に資金供給を行わないならば、信用システム全体が崩壊しかねない状況もあった。つま
り、イングランド銀行は銀行券の過剰発行を余儀なくされていたとも言える。今日的な言い方をすれ
ば、「最後の貸し手」としての中央銀行の役割をイングランド銀行は事実上認識していたことになる。ま
た、反地金主義者の主張の中には、物価上昇という犠牲を払えば利子率を低く抑えることで経済活動
を促進できるとする見解もあった。つまり、金融政策による不況対策という考え方である。ステュアート
にも見られたこのような考え方は、１９世紀を通じてマイナーな経済学者の間で繰り返されていくが、表
舞台に登場するのは、２０世紀のケインズを待たなければならなかった。  

穀物法論争 

1789年に勃発したフランス革命は急進化していく。1793年イギリスはプロイセン、スペイン、ポルトガル、スウェーデンと

ともに対仏大同盟を組織して、反革命戦争を開始する。フランス側にナポレオンが登場することで戦線はヨーロッパ全

域に広がるが、1815年に戦争は終結する。  

イギリスはもともと穀物輸出国であったが、産業革命開始期の1760年ごろから輸入国に転換していた。対仏戦争により

輸入穀物価格は上昇し、ナポレオンによる大陸封鎖（1806年）がそれに拍車をかけた。穀物価格の高騰はイギリス国

内の農業投資を活発化させた。しかし、戦争終結が近づいた1813年には大陸からの穀物輸入と豊作とがあいまって、

穀価は暴落した。このために農業所得は激減し、多くの農業労働者が解雇された。議会は1815年に「穀物法」を改正

させる。穀物法は穀価が下がったときに輸入小麦に高い関税をかけることで、国内の農業を保護しようとするものであ

り、地主階級の利害に立つ政策であった。  

穀物法の改正に際しては、その是非をめぐって議会内外で様々な論争が繰り広げられた。政治的に実権を握ってい

た地主階級の利害をどうすべきか、あるいは進展しつつあった工業化をどう評価すべきか、等々の論点が提出された

のである。この論争が穀物法論争である。この論争で活躍したのが、穀物法改正を支持したマルサスと反対したリカー

ドウであった。ともにスミスによりながら、リカードウは『国富論』から投下労働価値説を取り出すことで、他方マルサスは

価値構成説を取り出すことで、全く正反対の議論を展開したのである。  

リカードウの穀物モデル 

穀物法論争において『利潤論』を執筆し、穀物法撤廃を主張したのがリカードウである。そこで用いられたのが、「穀物

モデル」と呼ばれるモデルである。  

簡略化して示せば次のようになる。前提になっているのは、(1)土地の収穫逓減、 (2)マルサスの人口原理に由来する

賃金の生存費説（実質賃金は生存ぎりぎりの水準で決定される。 ∵この水準を越えると人口が増大し、結局、賃金は

水準まで下落する。）が想定されており、かつ労働者は小麦だけを消費する。また(3)農業生産では投入として土地と

労働だけが用いられるとする。  

貿易がないとすれば、人口が与えられると食料生産量が決定される。この需要に応じて農業部面では優等地から順に

肥沃度の劣る土地へと資本が投下されていく。生産物は賃金、利潤、地代に分配されるが、最劣等地では地代は発

生しない。生存費説により実質賃金は決定されているから、最劣等地の生産物から賃金部分を引けば、残余が利潤と

いうことになる。つまり、利潤率が決定される。競争の結果、全ての資本が等しい利潤率になるとすれば、最劣等地で

決まった利潤率が全ての土地における資本の利潤率を決定することになる（さらには工業部門の利潤率も決定する）。

肥沃度の高い土地では、生産物から賃金と利潤を引いた部分が地代として残る。このように肥沃度の差に応じて生ま

れる地代を差額地代という。  

55



さらに、人口が増大すれば、食料需要の増大に対応するために、より肥沃度の劣る土地に資本が投下されることにな

る。その結果、新たな最劣等地が利潤率を規定するために利潤率は低下し、地代は増加していくことになる。  

穀物モデルを数字例を用いて説明しておく。下記の表の数字は小麦量である（単位はq クォーター＝約12.7Kg）。 

労働者一人当たり各等級の土地で生産される生産量が下表のとおりであったとする。労働者は賃金として50qの小麦

を受け取るとしよう（賃金の欄が決定）。最劣等地は地代を生まないから、そこでの生産量から賃金分を引いたものが

利潤となる。  

なぜ、最劣等地は地代を生まないのか？拡張前ならば第２等地が最劣等地である。第２等地は全てを
耕作しなくとも社会的な需要は満たせるとしよう。そうすると借手のいない第２等地が存在することにな
る。借手がいなければ地代収入がゼロになるから、第２等地を所有している地主は、地代を引き下げ
てでも土地を貸そうとするはずだ。その結果、地代の引き下げ競争がおこり、地代はゼロに近づいてい
くであろう。  

リカードウは輸入が行われないと、利潤率は

低下していき、やがては蓄積が停止してしまうであろうと予測した。これを防ぐためには、穀物を輸入して利潤率の低下

を回避することが必要となる。  

リカードウは地主階級の利害と資本家階級の利害とが対立することを単純なモデルで示し、自由貿易が必要であるこ

とを示したことになる。  

■マルサスの穀物法擁護論 

リカードウの議論は生産性の低下、すなわち供給面に着目したものである。これに対してマルサスは、工業製品への

需要者は主に地主であると考えた。それゆえ、自由貿易が実行されて地代収入が減少すると、工業製品への需要が

低下し、農業のみならず工業でも生産が縮小すると予想した。また、マルサスは国の安全保障の観点からも、食料を海

外に依存する危険性を主張した。  

投下労働価値説 

穀物モデルにおいては農業部門での投入（労働者の消費も含めて）と産出は穀物だけであった。しかし、現実には労

働者は穀物以外のものを購入するし、また農業生産では農機具なども使われる。それゆえ、より一般的な議論を行うた

めには、穀物に代えて価値論に立脚した分配論を構築する必要があった。こうして投下労働価値説を土台にした『経

済学原理』が書かれることになる。  

『原理』の主な章別構成を示せば、価値論(1)、地代論(2,3)、賃金論(5)、利潤論(6)、貿易論(7)、租税論(8-18)となって

いる。さて、リカードウは経済学の目的と、これまでの経済学の欠陥を『原理』冒頭で次のように指摘している。  

「大地の生産物....は、社会の３階級、すなわち、土地の所有者、その耕作に必要なストックつまり資本
（キャピタル）の所有者、およびその勤労によって土地が耕作される労働者の間に分割される。.... こ
の分配を左右する法則を決定することが、経済学における主要問題である。この学問は、チュルゴ
ー、ステュアート、スミス、セイ、シスモンディその他の著作家によって、大いに進歩したけれども、彼ら
は地代、利潤、賃金の自然の成り行きに関しては、満足な知識をほとんど与えていない。」（『経済学
原理』5頁）  

スミスの価値構成説から分配の動向についての分析的な結論を導くことは不可能であるとリカードウは考えた。そこで、

価値構成説に代えて『国富論』に含まれていた投下労働価値説を採用した。  

耕作拡張前

生産総量 地代 利潤 賃金 

第１等地 100 10 40 50 

第２等地 90 0 40 50 

耕作拡張後

生産総量 地代 利潤 賃金 

第１等地 100 20 30 50 

第２等地 90 10 30 50 

第３等地 80 0 30 50 
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「人間の勤労によって増加しえない物を除外するかぎり、これ〔労働〕が実際に全ての物の交換価値の
根底であるということは、経済学におけるもっとも重要な学説である。.... もしも商品に実現された労働
量がその交換価値を左右するものとすれば、労働量のあらゆる増加は、労働が投下されたその商品
の価値を増加させ、同様に減少は価値を下げる。」(『原理』16頁)  

スミスは資本主義社会が成立すると投下労働価値説が成立しなくなるとしていた。しかし、リカードウは資本主義社会

でも投下労働価値説が成立するとした。リカードウの投下労働価値説のポイントは、労働者が消費する生活手段の価

値を賃金の価値と規定したところにある。すなわち、生活手段の中身（実質賃金）が不変であっても、それを生産する

際に必要な労働量によって賃金の価値が決定されるという点にある。この議論はマルクスによって「労働力の価値」とし

て継承されていく。  

復習：スミスは「労働の価値」と賃金の価値とを同一視した。例えば、資本家の下で労働者が１時間の
労働である製品を製造しているとしよう。話を単純化するために、労働だけで生産が行われていたとす
る。スミスはこう考えた。「仮に自給1000円とするならば、１時間の労働が生み出す価値も1000円であ
る。したがって、投下労働価値説が成り立つとするならば、商品の価値は1000円となる。しかし、賃金と
して資本家は1000円払っているから、このとき利潤は生まれない。だから、投下労働価値説は資本主
義社会には当てはまらず、価値構成説が妥当することになる。」要するに、スミスは「労働の価値」＝
「賃金の価値」と考えたのである。  

スミスの価値構成説では、自然価格の構成要素の一つである賃金の価格が上昇すると商品の価格も上昇することにな

る。なぜならば、利潤率は賃金率と独立に決定されるから、賃金率の上昇が直接、利潤率に影響を与えることはない

からである。これに対して、リカードウの採用した投下労働価値説の場合には、賃金の上昇は必然的に利潤の低下を

もたらすことになる。投下労働価値説によって決定された商品の価値が賃金と利潤に分解されるから「価値分解説」と

呼ぶ。  

補足：スミスもそしてマルサスも上に述べたような議論を展開している。しかし、スミスもそしてマルサス
も支配労働量によって自然価格を尺度しようとしていた。この議論を一貫させようとすると、生活手段の
生産性の変化がどうであれ、また実質賃金の変化がどうであれ、労働者一人当たりの実質賃金は常に
労働者一人分の労働を支配することになるから、論理必然的に不変であり上昇することはありえない。
したがって、スミスたちの議論にはやや混乱がある。  

差額地代論 

投下労働価値説では、生産に必要な労働量によって商品の価値が決まる。それでは農業のように土地の質によって

生産性が異なる場合には、どの土地が価値を決めると考えればよいのだろうか。リカードウは最劣等地の生産性が価

値を規定すると考えた。この考え方は「差額地代論」という考え方と密接に結びついている。差額地代論とは最劣等地

で投下された労働量によって穀物の価値が規定されることで、その価値を上回る優良地の産出分は地主が取得すると

いう考え方である。差額地代論では価格の決定要因に地代分が含まれないことになる。つまり、スミスの自然価格論

（自然価格＝賃金＋利潤＋地代）とは相容れないことになる。  

「もしも穀物の高価格が地代の結果であって、その原因でないとすれば、価格は地代の高低に比例し
て影響を受け、地代は価格の一構成部分となるであろう。しかし、最大の労働量によって生産される穀
物こそが、穀物の価格を規制するのであって、地代はその価格の一構成部分として少しも加わらない
し、また加わりえないのである。...それゆえに地代は商品の価格の一構成部分ではないのである。」
（91頁）  

「〔最劣等地の商品の〕全価値は二つの部分に分割されるのみである。一つは資本の利潤を、他は労
働の賃金を構成する。....利潤は賃金が低いか高いかに比例して高いか低いかであろう。」(『原理』
128頁)  

さて、リカードウの価値論は価値分解説と呼ばれることがある。なぜならば、地代分を除外して考えれば、労働者が生
み出した価値が賃金と利潤とに分解されると考えられるからである。こうした考え方はスミスとは異なる。スミスの場合に
は、賃金、利潤、地代の自然率が予め決まっており、それらの合計で商品の価値が決定される。これは価値構成説と
呼ばれる。 

ここで数字例を用いて分配の変動を説明しておこう。まず最初に、先に取り上げた穀物モデルの表を再度掲載してお

く。  
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小麦（q）で表されたこの表を、リカードウにしたがって労働価値に還元してみよう。  

商品の価値は限界的耕作地における生産性によって決定されるとリカードウは考えた。 

つまり、耕作拡張前ならば小麦の価値は第２等地で決定されることになる。仮に投下労働量を100単位と仮定すれば、

穀物１クォーターの投下労働価値は１００÷９０＝１．１１...となる。１物１価（同一のものは同一の価値を持つということ）

が成立するから、第１等地の穀物も等しい価値を持つことになる。  

耕作拡張前の穀物モデルを労働価値で表したのが下記の表である。（小麦の量に１．１１..(h/q)を掛けただけ）  

耕作が拡張されると第３等地が小麦の労働価値を決定することになる。今度は、１００÷８０＝１．２５(h/q)が穀物１ｑの

投下労働価値となる。先の穀物モデルに１．２５（h/q）を掛ければ、投下労働価値に還元できる。  

見て分かるように、労働価値に還元すれば、耕作の拡張につれて、賃金の価値が増大し、利潤が低下することにな

る。また、第１、２等地では地代が増大している。だが、この地代は純粋な増加ではない。  

スミスの場合には、地代は自然の贈物（「自然が人間とならんで労働する」または「土地の多産性」）という発想がある

（「資本の投下順序論」を見よ）。つまり、自然が人間に与えてくれた贈物が地代ということになる。これに対してリカード

ウの差額地代論は地代を自然からの贈物とは見なしていなことになる。第３等地が耕作されてはじめて、第２等地は地

代を生じている。したがって、自然の多産性という点では第２等地には変化がない。だから、自然の多産性に地代の原

因を求めることはできないということになる。差額地代論の観点からは、拡張前に資本家が受け取っていた利潤が、地

主階級に移転されたものとして地代が把握されることになる。スミスにとって「自然は気前がよい bounty」が、リカードウ

にとって「自然はケチ niggard」なのである。  

こうした見方は重要である。産油国は油田が国富の源泉であるとも言える。しかし、油田（＝自然）そのものが経済的な

価値を生み出したのではなく、たんに石油を購入する外国から富が移転してくるだけと見ることもできる。だから、もし世

界中どこでも石油が掘れるようになれば（＝自然が本当に気前がよくなれば）、石油の経済的価値はなくなるはずであ

る。  

■リカードウとマルクス 

リカードウとマルクスはともに投下労働価値説を採用した。投下労働価値についての基本的な考え方

に両者の相違はない。だが、そのねらいは全く異なる。リカードウは地主の利害が他の２階級の利害と

耕作拡張前

生産総量 地代 利潤 賃金 

第１等地 100 10 40 50 

第２等地 90 0 40 50 

耕作拡張後

生産総量 地代 利潤 賃金 

第１等地 100 20 30 50 

第２等地 90 10 30 50 

第３等地 80 0 30 50 

耕作拡張前

生産総量 地代 利潤 賃金 

第１等地 111.11.. 11.11.. 44.44.. 55.55.. 

第２等地 100 0 44.44.. 55.55.. 

耕作拡張後

生産総量 地代 利潤 賃金 

第１等地 125 25 37.5 62.5 

第２等地 112.5 12.5 37.5 62.5 

第３等地 100 0 37.5 62.5 
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合致しないことを明らかにするために投下労働価値説を利用した。一方マルクスは、資本家と労働者

との対抗的な関係（搾取の存在）を明らかにするために投下労働価値説を利用した。上の表を見れば

分かるように、賃金＋利潤は拡張前も拡張後も１００である。つまり賃金が増加すれば利潤が減少する

（逆は逆）という関係がある。マルクスはここに労働者と資本家との利害の衝突を見いだしたわけであ

る。  

価値修正論 

リカードウは自らの価値論に欠陥があることを理解しており、その解決に晩年まで苦労した。その問題は「価値修正論」

と呼ばれる。  

投下労働価値説では労働量が等しければ、商品の価値は等しくなる。しかし、利潤率が等しくなるように価格が決まれ

ば、商品の価格は投下労働量に比例しなくなる。リカードウの弟子たちが簡略化した例を使って説明しよう。例えば、

それぞれ10時間の労働を投下して、ぶどう酒を２樽仕込んだとする。このときそれぞれ１００万円の費用がかかったとし

よう。一樽は１年目に販売して、もう一樽は２年目に販売したとしよう。仮に年間の利潤率が10％であるすれば、最初の

ぶどう酒は１１０万円で販売されるが、２年熟成させたぶどう酒は１２１万円で販売されることになる。こうして、同じ投下

労働量で製造された商品が異なる価格で売られることになる。  

リカードウは流動資本（賃金）と固定資本（機械）との構成が異なる場合に、利潤率の変動が価格にどのように影響を与

えるか、あるいは機械の耐久性が異なる場合に価格がどのように投下労働量から乖離するかを問題にした。しかし、投

下労働価値説はおおよそは正しいとしながらも、結局リカードウは価値修正論を解決できなかった。  

「諸諸品の価値変動の原因を評価するにあたっては、労働の騰落によってもたらされる影響を全く考
慮外におくことは間違いであろうが、それにあまりに重きをおくことも同様に正しくないであろう。」（『原
理』41頁）  

リカードウを悩ました価値修正論は、同じく投下労働価値説を採用したマルクスにより解決が図られることになる。マル

クスは価値の次元と生産価格の次元とを区別することで、資本主義社会の階級関係を価値の次元で説明して、現実

の商品の価格を生産価格の次元で説明した。しかし、マルクスは価値と生産価格がいかなる関係にあるかを厳密に説

明することはできなかった。こうした課題は20世紀の数理マルクス経済学者の手に委ねられていく。  

補足：リカードウの価値修正論の数字例は分かりにくく、また前提が一貫していないという問題もある。
価値修正論の事例を数学的にクリアに説明したものとして、三土修平『経済学史』第４章、同『初歩か
らの経済数学』第12章をあげておく。  

労働者の生活習慣 

スミスの自然価格と市場価格の区別をリカードウも踏襲している。リカードウにとってとりわけ重要なのは、賃金の自然

価格と市場価格の区別である。大枠ではマルサスの人口論を受け継いでいたリカードウは、人口を一定に保つ賃金水

準を賃金の自然価格と考えていた。（リカードウが「労働の自然価格」を議論するときには、生活資料を労働価値で計

る場合と、生活資料の実物での大きさを問題にする場合があり、やや混乱している。ここでは後者の意味で用いる。）  

「売買された分量を増減できる他の全ての物と同じく、労働は自然価格と市場価格とを持っている。労
働の自然価格とは、平均してみれば労働者たちが、生存しかつ彼らの種族を増減なく永続させうるの
に必要な価格のことである。」（109頁）  

蓄積により労働需要が増加すると、賃金の市場価格は自然価格を上回るようになる。そうすると、人口は増加しやがて

は自然価格にまで賃金は低下すると想定していた。ここまでは、マルサスの人口原理を踏襲していると言える。しかし、

リカードウは人口が増加するには時間がかかるから、市場賃金は自然賃金を長期間にわたり上回ることがあると考えて

いた。どれだけの期間上回っているかを左右するのは、労働者が賃金の上昇を生活水準の上昇に振り向けようとする

か、それとも子供を増やすのに振り向けるかによって決まる。言いかえれば、労働者が生活習慣を変えて、高い生活水

準を維持するために、人口増加を抑制するならば、賃金は長期間にわたり低下しないことになる。生活水準が上昇す

ることは、賃金の自然価格が上昇したことを意味する。  

「社会が進歩するにつれて、その資本が増加するにつれて、労働の市場賃金は上昇するであろう、し
かし、その上昇の永続性は、労働の自然価格もまた騰貴したかどうかの問題に依存する。」（『原理』
112頁）  

リカードウが好ましいと考えた生活水準の上昇は、労働者が食料だけではなく、様々な慰安品や享楽品（製造品）を消
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費することで実現できる。 

「人道の友としてはこう望まざるをえない。すなわち、全ての国で労働者階級が慰安品や享楽品に対
する嗜好を持つべきであり、そしてそれらの物を取得しようとする努力が、あらゆる合法的手段によって
奨励されるべきであると。過剰人口を防ぐには、これよりもよい保障はない。」（『原理』116頁）  

■マルサスの労働者像 

リカードウのこうした想定は、実はマルサスも共有していた。マルサスも労働者階級が人口を増やす代わりに、生活水

準を上昇させる習慣を形成してくれることを希望していたし、その可能性を認めていた。しかし、情念不変論を強く持っ

ていたために、リカードウほど楽観的な展望を持つことはなかった。  

リカードウの周辺にはジェームズ・ミルやフランシス・プレイスなどの急進主義者たちがいた。彼らは、マルサスが考えた

道徳的抑制は非現実的であり、避妊による産児制限を行うことで、労働者が人口抑制することを期待していた。こうした

考え方は「新マルサス主義」と呼ばれる。当時の社会通念では避妊は非道徳的な手段であった。リカードウもその宣伝

には否定的な立場をとっていた。  

分配の動向 

リカードウの関心であった長期的な分配の変化をみておこう。「機械の改良、分業および労働配分の改善、生産者の

科学および技術の両面における熟練の増進によって、相殺されてなお余りある」（『原理』110頁）から、たとえ原材料の

価値が上昇したとしても、工業製品の価値は低下していくと予想している。しかし、農産物については肥沃な土地には

限りがあるから、価値の上昇は避けがたいと考えていた。そして、いつかは利潤がなくなり蓄積が停止するであろうと予

測した（停止状態）。  

「利潤の自然の傾向は低下することにある。というのは、社会が進歩し富が増加するにつれて、必要と
される食物の追加量は、ますます多くの労働の犠牲によって取得されるからである。....必需品の価格
と労働の賃金との上昇には制限がある。....というのは、賃金が農業者の全収入に…等しくなるやいな
や、蓄積は終わりを告げなければならないからである。」(『原理』141頁)  

このようにリカードウは農業部門の生産性低下が経済成長のネックであることを明らかにした。資本家も労働者も自由

貿易からメリットを受けることになる。こうして、地主のみが社会全体の利害に対立するという図式が描かれることにな

る。  

比較生産費説 

さらにリカードウは自由貿易のメリットを説くために「比較生産費説」（比較優位説とも言う）という議論を展開した。この

議論のポイントは、貿易を行う両国が比較優位を持つ産業に生産を特化することで、両国がともに貿易から利益を受

けるというところにある。  

リカードウは自由貿易が国際分業を引き起こすことで、世界全体が普遍的な利益を得つつ結びついていくことを強調

した。  

「完全な自由貿易制度のもとでは、各国は当然その資本と労働を自国にとってもっとも有利となるよう
な用途に向ける。 ...それは労働をもっとも有効にかつもっとも経済的に配分する。一方、諸生産物の
全般的数量を増加させることによって、それは全般の利益を普及させ、そして利益と交通という一つの
紐帯によって、文明世界を通じて諸国民の普遍的社会（universal society）を結びつける。」（『原理』
156頁）  

簡単な数字例で比較生産費説を説明しておく。ここでは貿易している国はＸ国とＹ国、商品はＡ，Ｂの２種類のみとす

る。今、両国とも下記のような労働者数で、商品Ａ，Ｂを１単位ずつ生産している。いずれの生産でも生産量は労働者

数に比例するとしよう（収穫一定）。  

 

ここでＸ国の生産可能性フロンティアを考えてみよう。Ａ商品の生産量をＡ単位、Ａ商品を生産してい
る労働者をａ人とする。Ｂ商品の生産量をＢ単位、Ｂ商品を生産している労働者をｂ人とする。 
収穫一定が仮定されているから（つまり労働者数に生産量が比例するから）、 

X国 Y国 

商品A 300人 120人 

商品B 200人 180人 
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Ａ＝ａ／300   (1) 
Ｂ＝ｂ／200   (2) 
労働者数は全部で500人だから、 
ａ＋ｂ＝500   (3) 
ａ、ｂを消去すれば、300Ａ＋200Ｂ＝500 となる。 
この式は労働者の配分を変化させることで、二つの商品の生産可能な組み合わせを意味していること
になる。この式を生産可能性フロンティアと呼ぶ。 

同様にしてＹ国についてもフロンティアを求めて、両国のフロンティアのグラフを書いてみよう。一方の

グラフの線上に他方のグラフの原点を重ね合わせて、移動させていくと、両国全体での生産可能性フ

ロンティアとなる。  

絶対的な生産性を比較すれば、いずれの生産においてもＹ国の方が生産性は高いことになる。さて、それぞれの国の

国内での労働生産性の比によって、比較優位のある産業を決定しよう。商品Ｂ１単位の生産に必要な労働量を規準に

して、両国のＡの生産性を比較する。Ｘ国では３００人／２００人となり、Ｙ国では１２０人／１８０人となる。この分数の比

較から（３００人／２００人＞１２０人／１８０人）、Ｘ国ではＢに、Ｙ国ではＡに比較優位があることが分かる。  

両国とも比較優位がある部門に完全特化したとしよう。収穫一定が仮定されているから、完全特化後は次のように生産

が行われる。  

仮に商品Ａと商品Ｂが両国の間で１対１の比率で交換されるとしよう（この比率は、先の二つの分数の間という以外に

は、リカードウの議論では決定できない。）。そしてＸ国から商品Ｂ１単位が輸出され、Ｙ国から商品Ａ１単位が輸出され

たとしよう。そうすると両国の消費量は以下のようになる。  

貿易がない時には全て１単位づつしか生産していなかったから、こうして両国ともに貿易以前よりも消費量が増えること

になる。つまり絶対的には生産性が劣っている国であっても、貿易のメリットを享受できることになる。さて、ここでは投

下労働価値説は使用されていない。リカードウの理論では両国の間での商品の交換比率は決定できないのである。

比較生産費説は交換比率も決定できる相互需要論として整備され、今日の貿易論の基礎になっている。  

 

 

 

 

 

 

歴史学派の経済学 

はじめに 
18世紀後半にスミスは楽観的な資本主義像を描き出した。スミスは自由放任を唱えることはなかったが、市場を問題解
決の場として見ていた。国内経済の問題を自由貿易によって乗り越えようとするリカードウも、スミスの継承者ということ
ができよう。19世紀イギリスは世界の工場として君臨し、古典派経済学はその体制のイデオロギーの支柱となってい
た。とはいえ、19世紀の中ほどになると古典派経済学に対抗する経済思想が登場してくる。そのひとつがリストに代表
されるドイツ歴史学派である。彼らは後発国の立場に立って、古典派経済学が先進国に都合の良いイデオロギーであ
り、後進国には適用すべきでないことを主張した。もうひとつが、マルクスに代表される社会主義の経済思想である。ス
ミスの富裕の一般化という予想に反して、資本主義社会は大量の貧しいプロレタリアートを生み出していた。経済は周
期的な恐慌に見舞われ、1840年代のヨーロッパは各地で革命的状況が生まれていた。彼らは資本主義社会を否定し
て社会主義社会の実現を追求しようとした。 

リストの時代のドイツ 

X国 Y国 

商品A 0単位 2.5単位 

商品B 2.5単位 0単位 

X国 Y国 

商品A 1単位 1.5単位 

商品B 1.5単位 1単位 
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フリードリッヒ・リスト：1789-1846。フランス革命が勃発した年に南ドイツのロートリンゲンで生まれる。テ
ュービンゲン大学教授の職を捨てて議員となり、ドイツ統一の論陣を張るが、急進的なリストは迫害さ
れ、1825年アメリカに渡ることを余儀なくされる。アメリカでは『アメリカ経済学綱要』(1827)を執筆して、
保護主義に理論的根拠を与える。その後アメリカ領事の資格でドイツに戻り、鉄道建設に尽力したり
するが、封建的勢力の圧力を受ける。 1846年ピストル自殺。主著『経済学の国民的体系』(1841)。ドイ
ツ最大の経済学者と評されることもある。革命の詩人ハイネとも交流があった。引用は小林昇訳『経済
学の国民的体系』岩波書店による。  

リストの生まれたころのドイツは神聖ローマ帝国の傘下にあったが、 200以上の領邦と1500近い騎士領から成ってい
た。言語こそ一つであったが、実質的に独立で、相互に対立していた。経済的には度量衡や通貨単位はばらばらで、
領邦を通過する商品には関税がかけられていた。フランス革命は人間が天賦の人権を有することを宣言し、王政を廃
止して民主制を実現した。人権宣言とは、人間社会に共通の普遍原理を宣言したものであって、後に登場するナポレ
オンは、この普遍的な理念をヨーロッパ全体に軍事的に押し広げようとしたと言える。1812年にロシア遠征で失敗する
まで、ドイツ（ライン同盟）はナポレオンの支配下におかれた。ナポレオン敗北後にプロイセン（現在のポーランドのあた
り）が勢力を拡大していく。政治的な統一は1871年のビスマルクによるプロシア王国を待たなければならなかったが、
1834年にプロイセンを中心にドイツ関税同盟が成立し、ゆるやかな経済的統一が生まれた。 

当時のドイツはエルベ川の両側で経済に発展

の違いがあった。エルベ西側はライン地帯に代

表されるように工業化が進行しつつあった。他

方、エルベ東側は「ユンカー」と呼ばれる地主

勢力が、農業経営に強力な支配力を持ってい

た。ユンカーの実態は封建領主に近く、そこで

働く労働者は様々な経済外強制によって、農

奴のような地位に落しめられていた。法律的に

は農奴は解放されていたが、経済的に弱小な

農民は結局、土地から離れることはできずユン

カーのもとで、農奴同様に働かされていた。賃

金は現物で支給され、ユンカーの所有地での

賦役が課せられていたのである。ユンカーは農

民を酷使することで安価に生産された穀物を輸

出し、大きな利益をあげていた。エルベ東側は

西ヨーロッパへの穀物輸出地帯として機能して

いた。穀物輸出から利益をあげていたユンカー

は、当然のことながら自由貿易を主張することになる。  

ユンカー： 19世紀前半のプロイセン、とりわけエルベ川東部における大土地所有の保守的貴族層を
指す。農奴解放後もユンカーは経済外的な諸特権（僕婢奉公の強制、団結禁止権、領地内警察権な
ど）にもとづいて、封建的な色彩の強い雇用関係を農民との間に結んでいた。ドイツを統一したプロイ
セン軍部はユンカーにより掌握されていたために、帝国統一後も大きな政治的影響力を行使すること
ができた。第二次大戦後の土地改革によってユンカーは一掃される。  

エルベ西側のライン地方をはじめとする工業地帯は、工業生産力の点ではイギリスやフランスから見ればはるかに遅
れた状況であった。競争力はまだ弱く、自由貿易を実行すれば間違いなくイギリスやフランス製品の輸入によって発展
しつつあった工業は壊滅するであろう、という危機的状態であった。それゆえ工業地帯は保護貿易を望んだのである。
しかし、関税同盟の中心であったプロイセンは、東部の穀物輸出地帯を主な領域としていた。そのために、プロイセン
に指導された関税同盟は低い関税を採用することになる。その結果、産業革命を完成しつつあったイギリス製品が大
量に輸入され、ドイツの新興産業、とりわけ繊維工業は大きな打撃をこうむった。 

リストにおけるアメリカとドイツ 

リストがアメリカを訪れた1825年はアメリカ体制学派の経済学が確立しつつあった時期である。アメリカ体制学派の起源

は、Ａ．ハミルトン（1757-1804）に遡ることができる。ワシントン政権期の初代財務長官に就任したハミルトン（1789）は、

建国期アメリカの様々な経済問題に直面する。独立戦争の戦費調達のために起債した連邦債の償還や、連邦政府の

財源確保、製造業の保護育成といった問題である。これらに対してハミルトンがとった政策を「ハミルトン体制」と呼ぶ。

その骨子は幼稚産業の段階にとどまっていた工業に対する振興政策と保護関税によって保護・育成を実行し、農業と

歩調のとれた発展を促すことで、国内での農業と工業との相互的な需要を増大させながら経済発展を図ろうとするもの

であった。このハミルトン体制に経済学的な根拠付けを与えようとしたのがケアリ（1760-1839）とレイモンド（1786-1849）

であった。彼らは国民が繁栄するためには、保護貿易と経済管理によって生産力を上昇させる必要があることを主張し

た。  

リストはイギリスからの工業製品の流入にさらされつつあったドイツと同じ課題をアメリカに見出すことになる。アメリカで

は、保護貿易を主張する北部工業地帯の利害と、自由貿易を主張する南部農業地帯の利害との対立が存在してい
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た。この対立の中で、リストは北部工業地帯の利害を擁護することになる。そのきっかけとなったのが、保護貿易の推進

団体であったペンシルヴェニア工業・技術促進協会から依頼された『アメリカ経済学綱要』の執筆である（1827）。この

執筆を契機としてリストはアメリカ体制学派の中心的な論者となっていく。同じ視点で帰国後に書かれた『経済学の国

民的体系』の中から、アメリカ経済についてのリストの見解を見ておこう。  

「アメリカ合衆国は、それ以前の他のあらゆる国民よりも多くの利益を貿易の自由から引き出せる立場
にあり、その独立の当初にすでに世界主義的学派の学説に影響されていたので、他のあらゆる国民
よりもこの原理を模範としようと努力した。しかし、この国民がイギリスとの戦争によって２度にわたり、自
由貿易の場合に他国民から買い付けていた工業製品を自分で製造しなければならなくなり、平和状
態がおとずれた後には２度にわたって、外国の自由競争によって破滅の淵に追い込まれたために、そ
こから次のことを我々は警告されたのである。すなわち、現在の世界状勢では、大国民はすべて、永
続的な繁栄と独立との保障を、何よりもまず自国の諸力の自立的で均衡的な発展に求めなければな
らないということである。」（『国民的体系』177頁）  

ドイツにおいても競争力の低い工業を発展させるためには、保護貿易によってイギリスなどとの競争から国内産業を保
護する必要があった。同時に、封建的な状態に縛り付けられている農民を解放して、近代的な農民を形成する必要も
あった。後者は近代化のプロセスであると同時に、工業製品に対する需要者の形成という点では、国内市場を充実さ
せるという意味もあった。つまり、国内的には封建的勢力と対抗し、国外的にはイギリスと対抗することがリストの課題で
あった。両者を結びつけている自由貿易というイデオロギーを反駁することが、リスト経済学の中心である。 

自由貿易と国民経済学 

産業革命をなしとげたイギリスやフランスの普遍主義は、はたして後発国ドイツの現状に当てはまるのであろうか。リスト

によれば、古典派経済学は全人類がいかにすれば幸福になるかを教える科学であった。リストも経済が発展していくな

らば、やがてはスミスの主張する自由競争や自由貿易が望ましいものとなることを認めている。しかし、リストに言わせれ

ば、スミスの議論は国ごとの発展段階を無視した議論である。リストはそれを「世界主義経済学(kosmopolitische 

Oekonomie)」と呼ぶ。リストは交換価値を主要な対象とする世界主義経済学に、生産力を主要な対象とする「国民経済

学」(別名「政治経済学」)を対置する。  

「人間の社会は二重の観点から見ることができる。すなわち、全人類を視野におく、世界主義的観点
によるものと、特別な国民的利益や国民的状態を考慮する政治的観点によるものとである。それと同
様に、個人の経済と社会の経済とを問わずあらゆる社会は二つの観点から見ることができる。すなわ
ち、富を生み出す個人的、社会的、物質的諸力を考慮する場合と、物質的諸財の交換価値を考慮す
る場合とである。／こういうわけで、世界主義的経済学と政治経済学、交換価値の理論と生産諸力の
理論とがある。それらは本質的に異なり、独立に発展させられなければならない。」 (『国民的体系』56
頁)  

「世界主義経済学」、すなわち自由貿易を理念とするイギリス古典派経済学を、「自分の科学に与えた政治経済学とい
う名前にもかかわらず、国民国家の性質を全く無視し」ているとリストは批判する（246頁）。この学派の欠陥は、「やがて
は成立するはずの状態を現実に存在していると見なした」上で、そこから「自由貿易が大きい利益をもたらすという結論
を引き出した」（190頁）点にある。 

「世界の現状のもとでは一般的自由貿易から生まれるのものが、世界共和国ではなくて、支配的な工
業・貿易・海軍国の至上権におさえられた後進諸国民の世界的隷属より他にないということはきわめて
強い根拠が、しかもわれわれの見解では、くつがえすことのできない根拠がある」（『国民的体系』190
頁）  

「イギリスの国民のようにその工業力が他のあらゆる国民を大きく陵駕している国民は、その工業・貿易
上の支配権を、貿易が自由であればあるほどよく維持し拡大する。この国民の場合には、世界主義的
原理と政治的原理とはぴったり同じものである」(『国民的体系』62頁)  

しかし、イギリスとて、その歴史を振りかえれば、航海条例やキャラコ輸入禁止などさまざまな保護貿易や産業保護によ
って現在の地位を築いたのである（107-111頁）。アメリカも製造業の保護があったからこそ、北部諸州で木綿工業が興
隆できたのである（160-162頁）すなわち、自由貿易を普遍的に正しい政策と考えるのは、歴史的な経験に照らせば、
誤りであることは明らかである。 

温帯の地域では、未開状態→牧畜状態→農業状態→農・工業状態→農・工・商業状態へと経済発展していくとリスト

は考えた。しかし、各国が同じ経済発展段階になければ、農業状態から農・工・商業状態へと自然と移行できるわけで

はない。後進国は関税制度によって工業化を推進する必要がある。その結果、最終段階に達したならば、自由貿易に

切りかえることが正しい政策であるとしている。つまり、単純な自由貿易否定論を唱えていたわけではない。「保護貿易

が是認されるのは、国内工業力の促進と保護とを目的とするときにかぎられ」ると、保護貿易に厳しい制約も課している

のである（364頁）。  

国民的生産力 
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リカードウが説いたように、自由貿易が貿易国双方にとって利益をもたらすこと、そして保護貿易は当面の利益を損失

させることを、リストも認めている。しかし、将来の生産力を育成するためには、現在の利益を犠牲にすることが必要で

あると説いた。「富を作り出す力は富そのものよりも無限に重要である」と考えたのである。  

「国民は精神的ないし社会的諸力を獲得するためには、物質的財を犠牲にして、その欠乏を忍ばな
ければならず、将来の利益を確保するためには、現在の利益を犠牲にしなければならない。」(『国民
的体系』208頁)  

「保護関税によって国民がこうむる損失は、いつの場合でもただ価値に関するものであるが、その代わ
りに国民は諸力を獲得し、これを使っていつまでも莫大な額の価値を生産することができるようになる。
したがって、価値のうえでのこの失費は、もっぱら国民の工業的育成の費用とみなすべきものであ
る。」(『国民的体系』63頁)  

それでは生産力をどのように把握していたのであろうか。リストが問題にする「生産力」は個々の産業の生産技術にとど
まらず、産業の結合を重視する。そこでは交通や通信の発達は言うまでもなく、スミスが不生産的労働と位置付けた領
域をも包含されており、むしろ精神的諸力の方が重視されていると言えるほどである。 

「生産諸力の増大が、作業の分割と個人的諸力の結合との結果、個々の工場にはじまって国民的結
合にまで高まってゆくしだいを注目されたい。 ...一つ一つの工場の生産力は、その国の全工業力が
あらゆる部門にわたって発達していればいるほど、またこの工場が他のあらゆる工業部門と密接に結
合していればいるほど、いよいよ大きい。農業生産力は、あらゆる部門にわたって発達した工業力が
地域的、商業的、政治的に農業と密接に結びついていればいるほど、いよいよ大きい。」（『国民的体
系』216頁）  

「国民の中での最高の作業分割は、精神的作業と物質的作業との分割である。両者は相互に制約し
合う。精神的生産者が、道徳性、宗教心、啓蒙、知識の増大、自由と政治的改善との普及、国内での
生命財産の安全、国外へ向けての国民の努力の促進に貢献することの多ければ多いほど、物質的生
産はますます大きくなるであろうし、物質的生産者が財を生産することの多ければ多いほど、それだけ
精神的生産は促進されうるであろう。」（『国民的体系』223頁）  

スミスは分業を強調したが、それに対抗するかのようにリストは結合を重視する。だから生産力は「作業の分割ではな
く、むしろ、個々人を一つの共同の目的のために精神的、肉体的に結合すること」(57頁)と強調している。注意すべき
は、たんなる農業や工業といった経済的な分業および結合だけではなく、国民を結合させる政治制度まで生産力に組
みこまれている点である。生産力の中に国家統一というドイツの課題が組み込まれていると言っていいだろう。それゆ
え、リストは生産力を「国民的生産力」として規定することになる。言い方をかえれば、「結合」の総括として国家が位置
づけられているのである。 

「国民はその生産力を、個々人の精神的および肉体的諸力から、あるいは彼らの社会的、市民的、政
治的状態および制度から、あるいは彼らの自由にできる自然資源から、あるいは彼らの所有している
用具、すなわち以前の精神的および肉体的努力の物質的産物から汲み出す。」 (『国民的体系』283
頁)  

「個々人がどれほど勤勉、節約、独創的、進取的、知的であっても、国民的統一がなく国民的分業お
よび国民的結合がなくては、国民は決して高度の幸福と勢力とをかちえないであろうし、またその精神
的・社会的・物質的諸財をしっかりと持ち続けることはないであろう。」 (『国民的体系』57頁)  

リストが唱えた包括的な「生産力」の規定はドイツ歴史学派に継承されていく。今日の主流派経済学の目からは、こ
うした規定は経済学の範囲を逸脱しているようにも思われるであろう。しかし、外部経済を問題にした新古典派の大
成者マーシャルも、狭義の技術にとらわれない生産力の視点を、歴史学派から継承している。  

リストの生産力の理論は、イギリスに対する後発国ドイツが持っていた様々な解決すべき課題を要約したものと言えよ
う。 

農工均衡発展論 

すでに見たようにリストは農業と工業との結合を重視していた。つまり、リカードウ貿易論が含意していたような工業への

特化という目標を好ましいとは考えていない。農業・工業・商業の均衡のとれた発展をリストは目指そうとしていた。その

ために、農業と工業との利害の一致をリストは主張する。  

「保護政策が国内工業のためをはかって工業製品の消費者には不利益となり、ひとり工業家だけを富
ませるものだとすれば、この不利益は主として、こういう消費者の中の一番多数で重要な階級である地
主と農業者とが負うに違いない。ところが、この階級にとってこそ、工業の勃興から生まれる利益は工
業家自身にとってよりもはるかに大きい、ということが立証される。なぜならば、工業によって、いっそう
多様でいっそう大量の農産物に対する需要が創り出され、この農産物の価値が高められ、農業者はそ
の土地とその労働の諸力とをいっそうよく利用することができるようになるからである。」(『国民的体系』
294頁)  
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ここでリストは原料供給部門あるいは工業労働者の消費財供給部門として、農業に対する需要の側面から工業を見て
いる。だが、リストは農業による工業製品の消費にも着目していた。つまり、農業と工業が互いに生産物を需要しあいな
がら、発展していく国家を構想しているのである（類似の議論としてマルサスの農工均衡発展論がある）。こうした議論
は『国民的体系』の続刊として1842年に刊行された『農地制度論』で詳しく展開された。 

工業保護だけではなく、ドイツ東部あるいは南部に残されていた封建的体質の農業を近代化することもリストの課題で

あった。そこでは、均分相続制度が生み出した零細経営の農民が沢山おり、彼らは「塩なしのジャガイモと脂肪抜きの

牛乳とで暮らす」と言われていた。こうした小規模の農業を適正規模にすることで生産性の上昇と農民の生活水準の

上昇を構想したのである。ただし、リストはイギリスで進行していたような、農業の資本主義化（＝農民層分解）には問題

があると見ていた。農業プロレタリアートの増大による階級闘争の激化を懸念していたからである。工業においては不

可避的に労働者階級は増大し、階級間の対立は強まっていく。そこで、家族的な中規模経営による農民を育成するこ

とで、社会のプロレタリア化への対抗勢力が生まれることに期待をかけたのである。  

中小規模の近代的な農業（近代的な独立自営農民）の創出をリストは目指そうとした。「豊かで教養があり、しかもそれ

によって自立している中産階層」へと農民が近代化され、政治的な担い手になることが期待されたのである。そのため

に、(1)国有地や村有地を売却して私有地にすることで農地面積を拡大すること、(2)分断され、入り組んでいる耕地を

整理すること、(3)過剰な農民を商業や工業に吸収させること、(4)過剰な農民をハンガリーからバルカンにかけて組織

的に移民させること、などを提案した。  

リストの現代的意義 

今日的な視点から見ると、以下の２点がリストの現代的意義として指摘できるであろう。  

(1)自由貿易帝国主義の告発。自由貿易のイデオロギーの下に世界のイギリス支配体制が作り出されつつあることをリ

ストは見抜いていた。自由貿易により先進国の経済体制に組み込まれ、後進国の経済発展が阻害されるという考え方

は、20世紀の従属理論や世界システム論と共通する視角に立ったものである。  

今日の精緻化された貿易理論において、消費パターンの変化や技術進歩の可能性などの経済発展の要素を盛り込

んだ場合には、交易条件が一方的に悪化していくケースがあることが知られている。とりわけ、農業に特化した発展途

上国にそうした悪化がおきやすい。経済成長のメリットを交易条件悪化のデメリットが上回ることさえありうる。これは「窮

乏化成長」と呼ばれる事態で、バグワティ(J.Bhagwati)によって主張された。（詳しくは、天野明弘『貿易論』などを参照

されたい）。リストは理論化することこそなかったが、直感的にこのような事態が生まれることを認識していたことになる。  

自由貿易体制の拡大は、歴史的に様々な対抗運動を引き起こしてきた。 2001年4月にＷＴＯの拡大
に対するケベックでの暴動以来、先進国の労働者なども巻き込んで、毎年のようにサミット批判などが
繰り返されている。  

(2)資本主義の多様性の認識。今日では先進資本主義国だけをとりあげても、均質な資本主義というシステムがあるの

ではなく、制度や慣行に大きな相違があることが指摘されている（例えば、アルベール『資本主義対資本主義』におけ

る英米の「アングロサクソン型資本主義」と日独の「ライン型資本主義」との対照など）。リストが単に非アングロサクソン

の視角に立っていたというだけではなく、「経済」が様々な社会的要因に支えられているという視角を持っていたこと

は、資本主義の多様性の認識へと連なる性格であったと言えるであろう。  

 

 

ドイツ・マンチェスター学派 

19世紀半ばのドイツの大学において優位を占めていたのはリストの経済学ではなく、イギリス古典派の流れを汲む自

由主義的な経済学であった。彼らは自由貿易のメッカであったイギリスの工業都市マンチェスターの地名をとって、ドイ

ツ・マンチェスター学派と呼ばれていた。ドイツ・マンチェスター学派はスミスやリカードウ以上に経済への国家干渉を

嫌っており、国家の役割は国防と治安に限定すべきであると考えていた。そのために、彼らの国家観は「夜警国家」と

呼ばれる。封建的な制度・思想が依然として強いドイツにおいて、急速に市場を押し広げることで近代化を遂げようと

する思想的な表明であったと見なすことができよう。  

資本主義の発展段階の相違： 経済政策を基準にして資本主義の発展段階を、重商主義段階、自由
主義段階、帝国主義段階と区分することがある。イギリスについて見るならば、重商主義段階とは重商
主義政策が実行された段階で、自由主義段階は経済政策としては積極的な政策をとらない段階であ
る。すなわち、政府主導の産業育成や保護貿易を行わない段階ということになる。時期的には産業革
命期から1870年ごろまでで、その学説的な表現が古典派経済学ということになる。19世紀末以降は寡
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占や独占が広まりはじめ、農業関税や工業関税といった経済政策による調整が図られるようになり、対
外的には対外投資にともなう植民地獲得競争が展開されていく。この段階になると、労働者階級の境
遇改善や階級対立の緩和を目的とした社会保険や労働条件の整備が行われ、義務教育制度なども
整備されていく。さて、イギリスのような発展段階はアメリカなどにはある程度妥当するが、ドイツや日本
には必ずしも当てはまらない。ドイツには自由主義段階と呼びうる時期がない。すなわち、イギリスの段
階を当てはめるならば、重商主義段階から帝国主義段階へとつながっているということになる。ドイツ
歴史学派は一面では重商主義的な性格が強い。事実、リストにせよシュモラーにせよ、イギリス重商主
義を高く評価している。同時に、とりわけシュモラーのような新歴史学派はイギリスに先駆けて、帝国主
義段階の政策を展開しようとしたのである。  

旧歴史学派と経済学の方法 

リストによって生み出されたドイツ歴史学派は、ロッシャー(1817-94)、ヒルデブラント(1812-78)、クニース(1821-98)らに

引き継がれていき、後に「旧歴史学派」と呼ばれる。彼らは学問の方法の相違を強調することで、ドイツ・マンチェスター

派に対抗しうる経済学を整備しようと試みていく。古典派経済学は少数の仮定から理論を演繹的に作りあげようとした。

彼らは市場における個人（原子的な個人）が利己心に基づいて行動することで市場に秩序が生まれ、経済活動が営ま

れていくと考えた。古典派経済学は普遍的な性格を持つ理論を追求していたと言える。これに対して、（新・旧）歴史学

派は歴史記述的な性格が強い。法則を問題にする場合も、演繹的に法則を導くのではなく、歴史的経験から法則を

帰納しようとした。また社会は個人の総和以上のもので、それぞれの国家の制度・思想・文化などによって個人が形成

される側面を重視した。  

■ロッシャー 

ハノーヴァーに生まれたヴィルヘルム・ロッシャーはゲッティンゲン大学で学び、『歴史的な方法による国家経済学要

綱』(1843)を著す。ロッシャーが構築しようとした「国家経済学(Staatswirtscahft)」は、政治学、法学と密接に結びついた

学問であった。それは、個人を越える有機的な社会を対象とする「経済学」である。ロッシャーはリカードウの演繹的な

経済学の方法を、抽象的・観念的な方法と批判した。経済が現在に到ったプロセスを把握することで、はじめてその国

の国民の思想、経済的達成を説明できると考えた。そのために経済学の基盤を歴史研究に求めている。ただし、歴史

記述を目標としたわけではない。生物学が進化法則を生み出したように、「国家経済学は国民経済の進化法則に関す

る学問である」と述べている。歴史の中から発展法則を見つけ出すのが目標であった。  

国民経済の発展を幼年、青年、成年、老年の４段階になぞらえて、文明の発展が原始－文明－原始のサイクルをとる

ものとした。文明の発展段階は、自然・労働・資本の生産の３要素のいずれが支配的になるかで決まるとロッシャーは

説明している。自然が支配的な段階が古代で、労働が支配的な段階が中世で、資本の支配的な段階が近代であると

した。近代は文明の最高段階であるが、有機体同様に衰退していく、やがて自然が優位な段階に進み、老年期を迎え

原始に戻るとされた。  

ロッシャーは大著『国民経済学体系』(1854-94)において、ヨーロッパにおける農業、商工業、財政、社会政策の諸制

度を網羅的に記述した。それは政策的な知識を提供する百科事典的な体系であった。こうした姿勢は、後の「新歴史

学派」へと継承されていく。  

シュモラーと新歴史学派 

1873年に結成された社会政策学会に結集した歴史学派を、それ以前のロッシャーたちと区別するために、「新歴史学

派」と呼ぶ。その代表がグスタフ・シュモラーである。  

シュモラー(1838-1917)：リストと同じく西南ドイツに生まれる。チュービンゲン大学で学び、官吏となる。
一時期、自由貿易論を賛美し、小冊子を刊行する。1872年ストラスブルクで経済学の教授となる。この
時期に、ツンフト（ギルド）に関する実証研究を行い、ドイツ・マンチェスター派のトライチュケと論争す
る。シュモラーは当時台頭してきた階級闘争による社会変革という主張には賛成せず、国家による社
会政策をもって社会の調和を生み出すべきだと考えた。主著『一般国民経済学綱要』(1900-04)。引
用は1893年に刊行された『国民経済、国民経済学および方法』(田村信一訳、日本経済評論社)。  

■シュモラーの時代 

1830年ごろから、関税同盟（加盟国間の関税廃止・対外関税の統一）という形で次第に経済的に統一されていた。政

治的には軍備を増強してオーストリアやフランスとの戦争に勝利したプロイセン主導で統一がはかられていき、1871年

にドイツ帝国として統一される。この時、首相として活躍したのがユンカー出身のビスマルク(1815-1898)であった。この

時期のドイツは産業革命がほぼ終了し、重工業がすでに発展しつつあった。プロイセンの経済的基盤は、重工業資本

家層とエルベ東部のユンカーたちとの妥協であった（鉄と小麦の同盟）。リストが予想したように、工業化の進展は労働

運動を激化させてゆく。労働者階級はマルクスの影響を受けながら、階級闘争による社会変革を模索していく。1875

年には社会主義政党であるドイツ社会民主党ＳＰＤの母体となる政党が誕生する。  
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ドイツは短期間で重化学工業化を押し進めることに成功する。次第に農業も保護主義的要求を強めていく。こうして、

ユンカー階級と独占体となっていた重工業の保護主義の利害は一致していく。ユンカー出身であったビスマルクは、も

ともとは自由貿易政策を擁護していたが、やがて農業と重工業の利害を体現していくようになる。ビスマルクが採用した

のが、いわゆる「飴と鞭」の政策による体制の統一であった。すなわち、一方で、ドイツ社会主義労働者党の台頭に際

しては、1878「社会主義者鎮圧法」によって弾圧を加え、他方では社会保険立法（疾病保険や養老保険）を整備した。 

■シュモラーの重商主義評価 

シュモラーは『重商主義の歴史的意義』(1884年)において、それまでアダム・スミスなどによって否定的に扱われていた

重商主義を積極的に評価した。シュモラーは村落経済→都市経済→領邦経済→国民経済という発展図式を考えた。

ここでシュモラーが強調したのは、村落経済や都市経済から領邦経済への発展に果たした領主の役割である。領主こ

そが、村落や都市レベルではなく、領邦単位での貨幣の流通や租税制度を生み出したとシュモラーは主張する。アダ

ム・スミスは封建領主の武力が経済の発展を阻害したことを強調し、商品経済の発展こそが経済発展の原動力であっ

たと強調した。シュモラーはこうした考え方に異議を唱えたことになる。  

シュモラーはこの議論の延長上に、ドイツが西ヨーロッパ各国に対して経済発展が遅れた理由を求めている。すなわ

ち、各領邦間の利害の調節を図ることができず、統一的な国民国家の建設が遅れたために、ドイツの経済発展が遅れ

たと考えたのである。シュモラーは個別利害を超越して全体の利害（＝国民経済の利害）を追求したのが、西ヨーロッ

パの重商主義政策であったと主張した。「重商主義はその真髄においては国家形成に他ならず、しかも国民経済の形

成に他ならなかった」。こうしたシュモラーの重商主義観はユニークな見解である。  

■最高の統一体としての国家 

古典派（および新古典派）経済学においては、個人の総和として経済社会が考察される。ここで前提とされる個人は、

自己利害の単純な損得勘定（＝効用計算）にもとづいて行動する個人である（原子的個人の総和としての社会）。これ

に対してシュモラーは国家という全体に規制された個人（＝国民）という前提から出発する。  

「国民とは、言語と血統、慣習と道徳によって統合され、多くの場合はさらに法と教会、歴史と国家制
度によって統合された多数の人間集団であって、彼らは、他の諸国民よりもはるかに緊密な紐帯によ
って結び付けられている。この紐帯は、近代の国民言語や国民文学によって、また今日の学校教育、
新聞、世論によって絶えず増強させられている。かつては家族・自治団体・氏族の成員の間でのみ強
固な内面的・心的な連帯感が存在したが、今日ではそれは国民の間に生じている。統一的感情の総
体が国民に生命力を与え、統一的観念の総体が国民的意識に入り込み、われわれが統一的な国民
精神と名づけるものを作り出す。それは統一的な慣習、努力、意志的活動のなかに現れ、すべての
個々人の行為と衝動を経済的側面においても支配する。社会の精神生活における多くの領域の中
で...国民という言葉で呼ぶ領域が最高かつ最強である。」(10頁)  

■帰納的方法 

古典派（および新古典派）は、少数の心理学的前提のもとに行動する個人から経済社会を想定した。それゆえ、彼ら

の経済学は少数の前提から演繹的に導出された学問となる。これに対して、シュモラーは現実の人間が国民という複

雑な社会関係に規制されている個人であるがゆえに、そこから経済社会を演繹できないと批判する。シュモラーが重

視した経済学の方法は、帰納法である。具体的には、歴史と統計を重視した。  

「イギリスにおけるスミスのエピゴーネンのように、政治経済学はほぼ完成されていると考える人にとっ
て、もちろんそれは純粋な演繹的科学である。バックルは自己満足して『政治経済学は本質的に幾何
学と同じ演繹的科学である』と大風呂敷を広げた。もし、われわれの学問の完成度の低さを知っている
人が同じ発言をしたら、ただ驚くほかはない。もっともその場合に彼らが考えているのは比較的単純な
問題や、交換論・価値論・貨幣論といったわれわれの学問の完成した部分のことなのである。そこで
は、一つないし若干の心理的前提からの演繹によって主要な現象を説明できる。しかし、例えば、社
会問題のような複雑な現象を研究している人は、ここではなお帰納を大いに必要としていることを明確
に認識するであろう。」（136頁）  

経済学に演繹的な部分が必要であることをシュモラーは必ずしも否定したわけではない。しかし、演繹的な部分を重

視することはなかった。こうしたシュモラーの姿勢は、新古典派経済学の創始者の一員であったオーストリア学派のメン

ガーの目からは法則定立的な学問としての経済学を否定するものと映じたのである。両者の間で「方法論争」が繰り広

げられていく。  

■倫理的方法 

文化的共通性、言語、歴史、理念は長い歴史の中で個人のエトス（倫理的生活秩序）を形成してきたとシュモラーは主

張する。したがって、経済学から倫理的要素を排除することはできないとした。ここで注意すべきはシュモラーのいう

「倫理的 sittlich」という言葉の意味である。ここには歴史的に形成されてきた慣習や風習も含まれるのである。例え

ば、食欲を満たすために好き勝手に食事をとったりしない。社会的な明示的・暗黙的な規制にのっとりながら、時間的・
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空間的な制約を受けて、そして礼儀作法にしたがって食事をとる。つまり、食欲という利己的本能を儀式化し、修正す

ることで社会生活が営まれているのである。経済活動とて同じであるとシュモラーは考えている。つまり、単純な損得勘

定だけで実際の経済活動が行われているのではないとする。  

「今日、政治的・国民経済的議論の中で行われているように、自由とか正義とか平等とかを、そこから
非情で厳密な論理によって正しい行為を演繹的に導出できる孤立した最高原理と主張する人は、倫
理的命題の意味を誤解している。それは行為者の念頭に置かれている導きの糸、目標であり、それが
良き行為を正しく組み合わせて遂行させ、正しい行為のために力と情熱を与え、習慣的特性とさせ、
個々人の精神に尊厳と品性を与えるのであって、そこから三段論法的に推論しうる経験的真理を与え
るのではない」(35頁)  

こうした主張は政策主体としての国家のあり方を反映している。シュモラーは「分配的正義」を復権させる。国家こそが
「分配的正義」を実行する代表者であり、社会政策の価値判断を下しうる唯一の主体である。ここには政策指向の強い
新歴史学派の性格が良く現れている。一般的には、当為sollenと存在seinとの区別が主張されるが、シュモラーはその
区別を意識的に低めようとしたのである。 

シュモラーはジング・アカデミーにおける講演「社会問題とプロイセン国家」（1874年）において、階級間によこたわって

いる分配の不平等を批判している。階級の形成について、財産の不平等が教養の不平等を生み出し、それが後の世

代にまで引き継がれる「原罪」と見なした。こうした「悲惨な罪から完全に逃れている財産・所得分配は、現在にいたるま

でどの国民においても存在しない」。シュモラーによれば、この不正義から階級闘争が生まれている。不正義を是正す

るために必要とされたのが、不労所得の排除と所得の再配分であった。  

こうしたシュモラーの提言は、労働者階級による政権の掌握という意味での社会主義を意図したものではなかったが、

自由主義経済学者（トライチュケたち）から「講壇社会主義」と非難されることになる。またシュモラーの方法は後に、科

学への倫理的判断の混入として歴史学派のウェーバーからも非難されることになる。  

社会政策学会 

■社会政策学会 

1873年に社会改良を指向する学者によって「社会政策学会」が設立される。その中心は、シュモラー(1844-1931)やブ

レンターノ(1838-1917)たちであった。新歴史学派は、社会政策学会に象徴されるように、非常に明瞭な社会改良とい

う目的を持っていた。彼らも最初はイギリス的な自由主義経済学（ドイツ・マンチェスター学派）の支持者であったが、次

第に社会問題の存在に目覚め、国家的な干渉を支持していくようになる。社会政策学会には、これらの大学教授に加

えて、開明的な官僚・企業家、労使協調路線をとる労組指導者たちも参加していた。ビスマルクは社会政策学会を支

援し、逆に社会政策学会はプロイセンの立憲君主的官僚主義を支えていく。社会政策学会の政策指向は、ドイツ・マ

ンチェスター学派から「講壇社会主義」と揶揄された。しかし、彼らはむしろ社会主義革命を防止することを目指してい

た。  

社会政策とは、階級間の利害関係に国家的な干渉を加えて(例えば、失業保険)、社会を安定させる政策である。雇い

主も含めて強制的に負担させることで、こうした制度を整備しようというのが社会政策学会のねらいであった。それは官

僚主導の上からの改良ということができる。学会の性格は下記のシュモラーの開会演説によく表れている。  

「われわれは、営業の自由の撤廃も労使関係の廃止も望んでいません。しかし、空理空論を尊重する
あまり、ひどい弊害を甘受し、それをはびこるままにしておこうとは思いません。われわれが要求してい
るのは、国家が誤った実験のために下層階級にお金を与えることではなく、国家が従来とは全く異な
る立場から、彼らの教化と教育に取り組むこと、国家が労働者層の地位を必然的に圧迫している居住
条件や労働条件に関心を持つことなのです。」(出典：トマス・リハ『ドイツ政治経済学』152頁)  

社会主義運動の台頭 ： 社会主義勢力は急速に発展しつつあった。1871年のパリ・コンミューンは短
期間ではあったが、労働者が政権を奪取した事件である。一方ではこうした労働者を主体とした下か
らの社会主義運動に対しては弾圧を加え、他方では政府による上からの社会政策によって労働者と
資本家との対立を緩和する。これが社会政策学会を基盤にしていた新歴史学派のもくろみであった。
労働運動は否定しなかったが、それが秩序を形成していく積極的な要因になるとは考えなかった。彼
らはあくまでも、官僚主導の社会立法にによって問題を解決しようとした。新歴史学派は多くの社会調
査を実行するが、そのねらいは官僚主導の政策に役立てることにあった。  

１９世紀の末になると、社会政策の進展による費用負担を産業界は拒否するようになり、「社会政策の黄昏」などと言わ

れるようになる。社会政策学派の主張も、だんだんとその中身を変えていく。もともとは幼稚産業保護を目指した保護

関税論も、急速に発展した重化学工業の独占価格を支える工業関税論に姿を代えていった。また、ロシアやアメリカ

からのヨーロッパへの低価格の穀物の輸入が増大するにつれて、東エルベの農業地帯も厳しい競争にさらされるよう

になった。そこで、ユンカー勢力も農業保護関税を要求するようになる。新歴史学派はこの農業関税をも肯定するよう
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になる。こうしてリストの問題意識を継承した新歴史学派は、その役割を世紀末にほぼ終えたことになる。  

ドイツ歴史学派と日本 

1868年に明治維新をむかえた日本は、ドイツと類似した経済発展を遂げていく。明治期の日本における経済学の主流

はドイツ歴史学派であった。  

■自由貿易・保護貿易論争 

日本では幕末から自由主義的傾向の強いイギリス経済学の導入が開始されていた。その潮流を代表するのが、田口

卯吉（ウキチ、別名：鼎軒、1855-1905）である。田口は渋沢栄一の援助を受けながら『東京経済雑誌』（1879）を創刊し

て、自由貿易の論陣をはる。  

これに対抗して保護貿易論をいち早く展開したのが、若山儀一(ノリカズ)であった。若山は1871（明治4）年に岩倉遣外

使節にも随行した大蔵省役人であった。欧米への出発直前に保護貿易の必要を説く『保護税説』を刊行した。若山は

早くからリカードウの比較優位説を理解していたが、日本の貿易も産業も列強と競争するには弱体であり、不必要な外

国製品の流入を抑制するために保護貿易が必要であることを『保護税説』で説いている。その「付録」では、リストともに

アメリカ体制学派の一翼を担ったＨ．Ｃ．ケアリー(1793-1879)を典拠にした保護政策の成功事例が列挙されている。  

1889年にはリスト『経済学の国民的体系』が大島貞益によって翻訳される（邦訳名『李氏経済論』）。大島はリストにより

ながら、リカードウの自由貿易論は結局のところ「独り農国は農を守り、製造国は製造を守るべし」という主張であると批

判した。大島は政府が商工業に干渉して工業育成を試みることは必要不可欠であると主張した。5・15事件で暗殺され

る犬養毅も保護貿易の立場から田口と論争を行っている。こうした保護貿易の主張は、不平等条約を撤廃し、関税自

主権を獲得することで実現されていく（1894年から1911年にかけて）。  

■金井延と社会政策学会 

1890年代の日本では急速な工業労働者の増大をむかえていた。しかし、労働組合の力は弱く、政府の規制がないた

めに労働環境は劣悪であった。こうした状況の中で、工場法を制定し労働条件を整備する必要が政府の間でも認識さ

れ始めていた。しかし、田口卯吉のような自由主義者からは、雇用者や株主の不利益をもたらすという批判が工場法

に向けられていた。下層武士の子供として生まれた金井延(エン、1865-1933)は東京大学で統計学や経済学を学ぶ。

卒業後、ドイツに留学しシュモラーの講義を受け、傾倒する。金井は労働運動に批判的で、シュモラーにならって弱者

を保護し、強者を抑制することが国家の義務であると考えていた。  

ドイツ社会政策学会を手本にして、1896年（明治29年）に社会政策学会が設立される。当初は小規模な研究会であっ

たが、1907年以降、「大会」という形式で広範な聴衆を相手にした時事問題を論じる場を提供するようになる。そのテー

マは、「工場法と労働問題」、「関税問題と社会政策」、「移民問題」、「労働争議」、「婦人問題」、「小作問題」などであ

った。1900年に公表された「社会政策学会趣意書」には次のように書かれている。  

「余輩は放任主義に反対す。何となれば、極端なる利己心の発動と制限なき自由競争とは貧富の懸
隔を甚だしくすればなり。余輩はまた社会主義に反対す。何となれば、現在の経済組織を破壊し、資
本家の絶滅を図るは国運の進歩に害あればなり。余輩の主義とするところは現在の私有的経済組織
を維持し、その範囲内において個人の活動と国家の権力とによって階級の軋轢を防ぎ、社会の調和
を期するにあり。」(T.モーリス=鈴木『日本の経済思想』p.106より)  

ここで語られているのは、私有財産制を維持しながら、それが生み出す階級対立を放任するのではなく、国家が調和
すべきという主張である。 

工場法は1911年に制定されることで、社会政策学会の当初の目標は実現したことになる。しかし、1917年のロシア革

命の成功により、日本ではマルクス主義が勢力を強めていく。社会政策学会が掲げた国家による社会の調和という主

張は、労働者階級による社会主義の実現という要求にとって代わられるようになる。一時期勢力を誇っていた社会政策

学会は1920年代に分裂していく。  

ゾンバルト 

上からの改良ではなく、労働者階級とか市民的勢力による下からの近代化を、ウェーバーやゾンバルトたちは指向し

た。彼らは最新歴史学派と呼ばれる。ゾンバルトもウェーバーも、その代表作は、経済理論というよりも、経済史の著作

である。  

ゾンバルト：1863-1941。ドイツの経済学者・経済史家・社会学者。ベルリン大学を卒業。マルクス主義
から出発したが、次第に離れていく。社会科学の方法論を巡る論争では、ウェーバーとともに価値中
立論の側に立った。主著は『近代資本主義』(1902)。他に『ブルジョワ』(1913)、『恋愛と贅沢と資本主
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義』(1913)、『戦争と資本主義』(1913)などである。戦前の日本では、ゾンバルトは大いに評価されてい
たが、戦後はウェーバーの影に隠れた感がある。引用は金森誠也訳『恋愛と贅沢と資本主義』（論創
社）、金森誠也訳『ブルジョワ』（中央公論社）  

■プロテスタンティズム観 
ここではゾンバルトの資本主義成立論をみておこう。禁欲や貧困を重要な徳目としているプロテスタンティズムは、資本
主義の成立の障害であったと、ゾンバルトは見ている。 

「プロテスタンティズムは、全面的に資本主義および資本主義的経済志向にとって深刻な危険を意味
している。 ....宗教的感情の深刻化は、すべて経済的事物に対する無関心を生ずるに違いない。」 
(『ブルジョア』第20章)  

「とくにピューリタンの倫理学では、初期キリスト教の貧困の理想が再び強力に前面に出る。富とそれ
に付随するありとあらゆる収入を得るための活動の評価が、 ....世俗的な所有に対する嫌悪が、再び
強まってくる。ピューリタンにあっては貧困に対する深い共感が見出される。」 (『ブルジョア』第20章)  

■奢侈工業 

営利衝動と巨大な奢侈・軍事市場が資本主義を発生させたとゾンバルトは見ている。その実例をパリ周辺あるいはイタ

リアのレース工場などに見出している。ゾンバルトは、奢侈の普及 → 奢侈工業（絹織物、レース工業、鏡製造、陶器製

造）の成長 → 資本主義の成立、という図式で資本主義の起源を問題にする。ゾンバルトが奢侈工業を重視するの

は、精密な作業を要求される奢侈品製造において工業組織が生み出された点に着目するからである。それゆえ、「正

真正銘の奢侈工業は、とくに早期から資本主義に属するようになった」（『恋愛』239頁）。ゾンバルトは例として、リヨンで

成立した絹織物工業をあげている。そこでは14世紀前半に（すなわち宗教改革以前）すでに、「4000本にのぼる生糸

水車の力で紡ぐ機械を備えた施設」が存在したという（『恋愛』243頁）。  

「手のこんだ精密な労働は一般の粗雑な手工業とは分離して、それ自身でまとまった工業を形作っ
た。こうした工業はそれによって資本主義的性格を備えるようになったが、一方、粗雑な労働は現代に
なってはじめて資本主義的組織の中に組み入れられるまでは、長い間手工業の段階にとどまってい
た。」（『恋愛』250頁）  

「同種の工業群の中では、一般に奢侈品を製造する部門が他の部門に先駆けて資本主義の洗礼を
受けた。奢侈工業の中ではじめて巨大な資本主義的・大経営的組織が形成された。」 (『恋愛』239頁)  

■娼婦の役割 

奢侈を普及させるのに娼婦が重要な役割を果たしたことにゾンバルトは注目する。娼婦の役割は二重である。 (1)貴族

階級の消費(浪費)習慣を一般に広めたこと、 (2)娼婦との競争が奢侈的習慣を貴族階級内に普及させたこと、である。 

「上流の素性のよい婦人たちも、完全に疎外されてしまうつもりがなければ、二号たちと競争しなけれ
ばならなくなった。 ....そのため上流婦人も、明らかに娼婦たちに刺激されて体を洗うようになった。」 
(『恋愛』88頁)  

「最も重要なことは、娼婦たちの生活方式が、外面的には社交界(当時は上流社会の全ての婦人)の
生活のありかたの模範になったということである。 ...〔モードや流行などは〕いわゆる社交界の婦人た
ちによって取り入れられる前に、まず娼婦たちに一応、吟味、鑑定されるように、 ....高級娼婦たちは
いっそう高い割合で生活の歩みの基調を定めていた」(『恋愛』89頁)  

娼婦たちは奢侈を普及させることで、資本主義を生み出したことになる。『恋愛』は次のように結ばれている。「非合法
的な恋愛の合法的な子供である奢侈は、資本主義を産み落とした」(『恋愛』276頁)。 

■資本主義の将来像 

ゾンバルトは資本主義の将来像を悲観的に想像していた。ウェーバーなどをはじめとして、この時代の知識人のほとん

どが資本主義に将来を悲観的にながめていたのである。企業家精神の衰退という認識は後のシュムペーターの資本

主義観とほとんど同じである。  

「巨人資本主義が自然と人類とを破壊したとの見解を持つ者は、この巨人を拘束し、彼がもともと出現
した制限された場所にふたたび連れ戻すことができまいかと期待する。そして人々は巨人に対して倫
理的な理屈をならべて、道理を分からせようと考えた。私にはこうした試みはたちまち失敗するにちが
いないと思われる。 ....しかし巨人の疾走はいつもでもつづくのだろうか？ ....私は資本主義の精神そ
のものの性質の中に、自らを内部から解体し、抑圧しようとする傾向があると信じている。....資本主義
の精神を育成させる企業精神を常に破壊するのは、沈滞した年金生活に甘んじたり、貴族流の生活
態度を取り入れることである。」 (『ブルジョア』第29章)  
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ウェーバー 

ウェーバーの近代資本主義成立論は、ゾンバルト批判を意識して書かれたものである。ゾンバルトの資本主義起源論

は当時の一般的な歴史観に即したものである。むしろ、それを批判したウェーバーの方がアクロバティックな議論であ

る。  

マックス・ウェーバー：1864-1920。ドイツの経済史家・社会学者。主著は『プロテスタンティズムの倫理
と資本主義の精神』(雑誌発表1904-05、単行本1920)。博覧強記の学者であり、古今東西あらゆるもの
が登場する大著『経済と社会』の天こ盛り的性格には圧倒される。現在の歴史学や社会学への影響は
多大である。引用は大塚久雄訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』（岩波文庫）  

近代資本主義 

ウェーバーが問題にした資本主義は「近代資本主義」である。それを「資本主義」と呼ぶのが適当かどうかは別にして、

実際、金貸しや商業は『聖書』にも登場する。ウェーバーはこれらのものを広い意味での「資本主義」と考える。しかし、

近代になってイギリスやアメリカに登場した資本主義は、古代から存在していたような資本主義と全く違うとウェーバー

は考えている。後者は簿記を土台として営まれる合理的な経営にもとづいて、利潤を追求していく資本主義である。ウ

ェーバーはこれを「近代資本主義」と名づけ、これこそが厳密な意味での資本主義であると考えた。合理的な経営にも

とづく近代資本主義の決定的な特徴は何か。ウェーバーはそれを「資本主義の精神」に求めた。  

「近代資本主義の拡大の原動力は何かという問題は、まずもって資本主義的に利用しうる貨幣がどこ
から来たかではなくて、むしろ何にもまして資本主義精神の展開ということなのである」（『精神』77頁）  

この精神は営利を追求する精神ではない。例えば、ユダヤ教徒は商業活動・金融活動を盛んに行っていたが、そこか
らは資本主義の精神は生まれなかったという。むしろ、ピューリタニズムが支配していた地域、すなわち反営利的な信
念が支配していた地域から、資本主義の精神が生まれてきたとウェーバーは考えた。 

世俗内禁欲 

ウェーバーに言わせれば奢侈品が存在したからといって、それを人々が需要するとは限らない。まして奢侈品を求める

ために労働するとは限らない。その実例として東欧の農民をあげている。実質賃金率の上昇があれば、仮に労働時間

が一定であったとしても消費水準は高まっていくはずだ。しかし、東欧の農民たちは賃金率が上昇した分だけ労働時

間を短縮させていった。つまり、生活を豊にするのではなく、それまでの生活を維持することこそが彼らの労働の目的と

いうことになる。このような社会において資本主義は発生しえない。ウェーバーは消費需要にではなく、勤勉に生産に

はげむことが資本主義の起源であると主張した。そのような生活習慣を生み出したのがプロテスタンティズムだというの

である。  

すでに見たように『聖書』では営利活動は否定的に見られていた。トマス・アクィナスが苦労したように、『聖書』の記述と

現実の商業活動との矛盾は教会にとってはやっかいな問題であった。建前としては金儲けは好ましくないが、本音とし

てはそれを禁止したら社会が成立しない。そこで、本音を実践する人と、建前を実践する人とを分けるという方向で妥

協が図られていた。つまり、『聖書』に書かれているような金儲けを否定する部分は、修道院で実践する。そして一般人

は本音の部分として、商業活動に携わってもよいし、金儲けをしてもよいとしていた。この建前の部分が、「修道院内禁

欲」と呼ばれる。  

「禁欲」というと自己の欲望をおさえて、積極的に何もしない状態を連想しがちであるが、ウェーバーが
用いた「禁欲」はそういう意味ではない。ウェーバーは「行動的禁欲」という言葉さえ用いている。「ある
ゆる他のことがらへの欲望はすべて抑えてしまって－だから禁欲です－そのエネルギーのすべてを目
標達成のために注ぎ込む、こういう行動様式が行動的禁欲なのです」（大塚久雄「訳者解説」400頁）  

宗教改革以前のキリスト教会はローマ教会を中心にした一枚岩的な存在であったが、 1517年に免罪符を批判するル

ターの９５ヶ条がきっかけとなって宗教改革がはじまる。ルターやカルヴァンはローマ教会の権威を否定して、「聖書に

帰れ」という主張を行った。ルターやカルヴァン、とりわけカルヴァンは本音と建前との区別をよしとしなかった。つまり、

一般の人も禁欲を実践すべきだとした。これが「世俗内禁欲」と呼ばれる考え方である。  

「今日忘れがちな一つの事実に留意しなければならない。それはほかでもなく、宗教改革が人間生活
に対する教会支配を排除したのではなくて、むしろ従来のとは別の形態による支配にかえただけだ、
ということだ。 ....新しくもたらされたものは、およそ考えうるかぎり家庭生活と、公的生活の全体にわた
っておそろしく厳しく、また厄介な規律を要求するものだった。」（『精神』17頁）  

カルヴァンには職業召命観という考え方がある（ルターは天職）。それは神から与えられた職業に勤勉に取り組めという
考え方である。彼らは禁欲を職業への専念と捉えた。ここが重要なポイントである。つまり、祈りながら勤勉に自らの職
業に専念することが禁欲の実践ということになる。そこには、人間は神から自然という財産を与えられたのであり、それ
を自らの職業に専念することで増やすことが人間の使命であるという考え方がある（310頁）。職業に専念した結果、富
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が増えることは何ら問題ではなくなる。 

「富が危険視されるのは、ただ怠惰な休息や罪の快楽への誘惑である場合だけであるし、 ....むしろ
〔富の追及は〕職業義務の遂行として道徳上許されているだけではなく、まさに命令されているの
だ。 ....貧しいことを願うのは、しばしば論じられているように、病気になることを願うのと同じで、....神
の栄光を害するものとされた」（『精神』310頁）  

「人間は〔神から〕委託された財産に対して義務をおっており、管理するしもべ....として財産に奉仕し
なければならない、という思想は、生活の上に冷ややかに圧力をかけてくる。財産が大きいほど、神の
栄光のためにそれをどこまでも維持し、不断の労働によって増加しなければならない、という責任感も
ますます大きくなる。」（『精神』339頁）  

プロテスタンティズムは、それまでの清貧の思想などを否定し、財の獲得を義務とした。もちろん、財の獲得は贅沢な暮
らしを目的としたものではない。神の財産を増やすことが目的なのである。この目的を追求した結果として財が増えた
のである。財の増大に必然的にともなう利潤の増大も容認されることになる。こうして資本主義に適合的な精神が生ま
れたとウェーバーは言う。 

「プロテスタンティズムの世俗内的禁欲は、所有物の無頓着な享楽に全力をあげて反対し、消費をとり
わけ奢侈的な消費を圧殺した。その反面、この禁欲は心理的効果として財の獲得を伝統主義的倫理
の障害から解放した。利潤の追求を合法化したばかりではなく、それをまさしく神の意思に添うものと
考えて、伝統主義の桎梏を破砕してしまったのだ。」（『精神』342頁）  

財の獲得が消費を目的としたものでなければ、それは節約され資本として投資されることになるだろう。 

「先に述べた消費の圧殺とこうした営利の解放とを一つに結びつけてみるならば、その外面的結果は
おのずから明らかとなる。すなわち、禁欲的節約強制による資本形成がそれだ。利得したものの消費
的使用を阻止することは、まさしく、それの生産的利用を、つまりは投下資本としての使用を促さずに
おかない」（『精神』345頁）  

こうしてウェーバーは、世俗内禁欲から資本主義を生み出すプロセスを説明した。ゾンバルトとは全く正反対の資本主
義の起源論と言うことができる。 

精神の喪失 

資本主義の精神が近代資本主義を生み出したという捉え方は、主体である人間が経済システムを作り上げるという図

式になっている。だが、いったん近代資本主義システムが動きはじめると、プロテスタンティズムがもたらした資本主義

の精神は、次第に喪失していくとウェーバーは見ていた。今度は逆に近代資本主義システムがそれに適合する人間を

形成していくのである。そこでは禁欲の精神は見失われてしまい、資本主義は営利を追求する魂のない機械になって

しまった。このようにウェーバーは資本主義社会の現状を悲観的に見ていた。  

「〔禁欲の精神が〕世俗内的道徳を支配し始めるとともに、こんどは非有機的・機械的生産の技術的・
経済的条件に結びつけられた近代的経済秩序の、あの強力なコスモスを作り上げるのに力を貸すこと
になった。 ....このコスモスは現在、圧倒的な力をもって、その機構の中に入りこんでくる一切の諸個
人の生活スタイルを決定しているし、おそらく将来も化石化した燃料の最後の一片が燃えつきるまで
決定しつづけるであろう。」（『精神』365頁）  

「営利の最も自由な地域であるアメリカ合衆国では、営利活動は宗教的・倫理的な意味を取り去られ
ていて、今では純粋な競争の感情に結びつく傾向があり、その結果、スポーツの性格をおびることさえ
まれではない。 ....こうした文化発展の最後に現れる『最後の人たち』にとっては、次の言葉が真理に
なるであろう。『精神のない専門人、信条のない享楽人。この虚無は、人間性のかつて達したことのな
い段階にまですでに登りつめた、とうぬぼれるであろう』と。」（『精神』366頁）  

資本主義社会においては経済システムが主体となって運動し、人はシステムによってあたかも動かされるかのように主
体性を喪失していくという展望は、ゾンバルトにも、そしてマルクスにもまた共通する視角である。この資本主義社会に
対するニヒリズムは、世紀末アメリカのヴェブレンも、そして第一次大戦後のシュムペーターも共有することになるであろ
う。 

ヴェブレンの時代 

歴史学派の継承者としてアメリカのヴェブレンをとりあげておこう。ヴェブレンはドイツ歴史学派の影響を受けているもの

の歴史学派ではない。一般にはアメリカ制度学派の創始者とされる。  

ソーンスタイン・ヴェブレン：1857-1929。ミネソタ州の農村で育つ。イェール大学やコーネル大学で学
ぶ。シカゴ大学で教鞭をとった。女性問題を起こしたり、独特な講義を行うなど、変人として知られてい
た。晩年は隠遁者のような生活を送った。主著は『有閑階級の理論』1899、『営利企業の理論』1904。
引用は高哲男訳『有閑階級の理論』(筑摩文庫)。  
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19世紀末のアメリカは、独占企業が台頭してきた時代である。すなわち、完全競争モデルに当てはまるような、多くの

企業がプライステーカーとして競争する19世紀的な経済ではなくなりつつあった。 1882年にロックフェラーのスタンダ

ード・オイル、1901年にカーネギーのＵＳスチールが、また金融の世界ではモルガンに代表される巨大銀行が台頭し

ていた。ハイルブローナーという経済学史家は当時のアメリカを次のように描いている。「ヨーロッパの資本家は相変わ

らず封建的な過去の影にとらわれているのに対して、アメリカの金儲け屋たちは、さえぎるものなき陽の光を浴び、権勢

欲やこころゆくまでの富を享受することを妨げるものはなかった。１９世紀後半の沸き立つ時代のアメリカでは、お金が

社会に認められる踏み石であった」。企業のトップに立つ者たちは、金融操作や企業買収で一攫千金の巨富を得てい

た。彼らはパーティーで富を吸い込む興奮を味わうために100ドル紙幣で巻いたタバコをふかしていたという。この時代

のアメリカを小説家マーク・トウェインは、「金メッキ時代」のアメリカ、すなわち、まがい物の虚飾に満ちたアメリカと表現

した。もはやアダム・スミスが描いた時代の社会、すなわち禁欲的で合理的精神に満ちた経済人が作る社会ではな

い。こうした社会を批判的に見る眼差し、これがヴェブレンの議論の根底にある。  

有閑階級と所有 

『有閑階級の理論』は、原始未開の時代から資本主義文明がいかに成立してきたかを扱ったものである。ヴェブレンの

歴史図式は、原始未開社会→野蛮社会→文明社会へと移行していくが、そこで重要な役割を果たすのが「有閑階級」

である。原始未開社会では明確な階級分化は存在しないが、野蛮社会になると上層と下層に階級が分化する。下層

階級は生活を維持するための生産的労働を行う。最初の下層階級は主に女性や奴隷である。これに対して上層階級

すなわち有閑階級は生産的労働から免除されて、政治・軍事・狩猟・スポーツ・宗教などにたずさわることになる。こうし

て、有閑階級が獲得する略奪品や狩猟で手にした獲物が重要な意味を持ってくる。他方では、次第に生産的労働に

従事することが不名誉の象徴となっていく。  

「目に見える武勇の証拠－戦利品－は人間の生活の装飾品としての不可欠の特徴を表すものとし
て、思考習慣に組みこまれる。狩や襲撃の戦利品である略奪品は、ひときわ優れた力の証拠として賞
賛されるようになる。攻撃は公認の慣行的な行為になり、こうして略奪品が、成功した攻撃の明らかな
証拠となる。 ...これと対照的に略奪以外の手段で財を獲得することは、男盛りの男性にとって不名誉
なことと見なされるようになる。 ...労働はそれに与えられる軽蔑のために厭わしい性格をおびる。」
（『有閑階級』28頁）  

武勇の証拠としての略奪品を誇示するために所有権が生まれてくる。ヴェブレンは最初の所有権は女性に対する所有

権であり、そこから物に対する所有権も生まれてきたとするユニークな所有論を展開している。  

「女性に対する所有権は...明らかに女性捕虜の略奪とともに発生する。女性を略奪したり、占有したり
する本来の理由は、戦利品としての有用性であったように思われる。女性を敵から戦利品として強奪
するという行為が、形式としての所有婚を発生させ、結果として男性を長とする家族を生み出した。 ...
所有権という概念は、女性の所有から拡大して、女性の勤労による生産物をも含むようになり、こうして
人に対する所有権と同様に、物に対する所有権が発生した。」 (『有閑階級』34頁)  

こうして所有権が確立すると、所有している富の量が名誉の印となり、略奪文化は金銭的な文化段階へと移行する。も

ともとは富は武勇の証拠であったが、富を所有すること自体が他人からの名声の根拠となっていく。  

顕示的閑暇と顕示的消費 

有閑階級は労働を下層階級に任せるが、それは単なる名誉と賞賛に値する行為であるだけではなく、「礼節を保つた

めに不可欠なものとなっていく」(53頁)。  

「育ちのよい礼儀作法に長い間慣れてきた繊細な感受性をもつ人の場合には、肉体労働は恥じだと
いう感覚があまりにも強いために、危機的な局面で自己保存の本能を拒絶してしまうほどである。した
がって、例えば、礼節を守ろうとするあまり、自分の手で自分の口に食物を運ぶよりも餓死することを選
んだポリネシアの酋長の話を耳にするわけである。」 (『有閑階級』54頁)  

労働を回避することすなわち閑暇(leisure)は、怠惰や静止状態ではなく、時間の非生産的消費である。閑暇は財を見

せびらかすのと同じ意味を持つようになる。ヴェブレンはこれを「顕示的閑暇(conspicuous leisure)」（見せびらかすため

の閑暇）と呼ぶ。回りに見せびらかすことが目的であるから、閑暇は家の主人が行う必要はない。主婦や家事使用人が

主人の代わりに閑暇を行ってもよい。これを「代行的閑暇」とヴェブレンは呼ぶ。非生産的な家事的なサービスが代行

的閑暇として営まれていくようになる。  

有閑階級は名誉の証拠としての閑暇だけではなく、見せびらかすための消費を実行するようになる。これが有名な「顕

示的消費(conspicuous cosumption)」である。もともとはある財の消費に特別な意味をもたせるために、有閑階級のみが

消費できる財、例えば、「酩酊をもたらす飲み物や麻薬」が存在していた。  
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「価値の高い財の顕示的消費は、有閑紳士が名声を獲得するための手段である。彼の手元に富が蓄
積されてくると、彼自身の努力だけでは豊かさを十分に証明できなくなる。こうして友人や競争相手の
助力を得て、高価な贈り物や贅をつくした祝祭や宴会を提供するという手段が活用される。 ....競争相
手は招待主のための代行的消費の実行者であると同時に、招待主だけではとても処分しきれない多
量の立派なものの消費の目撃者であり、こうして招待主の社交儀礼の力量をしっかり見せ付けられる
わけである。」（『有閑階級』89頁）  

こうして顕示的消費の担い手も主婦や家事使用人などになり、代行的消費が営まれる。有閑階級も次第に上流と中流

とに分化する。中流階層では「奇妙な逆転」が生じるとヴェブレンは言う。  

「ここでは奇妙な逆転が生じる。この中流階級下層で一般的に観察される事実は、一家の主人には見
せかけの閑暇さえ生じないということである。 ...だが、中流階級の妻は、家長や主人の名声を保持す
るために、今もなお、代行的閑暇という本分を遂行している。中流階級の家長は、経済的な事情から、
性格としてはほぼ産業に属するような職業に従事することによって、生活の糧を入手しはじめざるをえ
なくなってきた。 ...夫の方がこの上なく勤勉に仕事に没頭している、という惨状を見かけるのも決して
珍しいことではない。」（『有閑階級』95頁）  

われわれの消費のあり方、さらには思考習慣は、みなが少しづつ上を目指そうとする結果、有閑階級が全社会の究極

の標準に位置することになる。問題は有閑階級の精神がインダストリの精神を破壊するところにある。ヴェブレンは『営

利企業の理論』において、現代の産業を二分して分析している。すなわち、物を作る目的の産業＝インダストリーと、金

儲けの手段としての営利企業＝ビジネスとの二分である。ビジネスは産業を推進せずに、むしろ産業を侵食していくと

いうのが、ヴェブレンの資本主義論である。  

ビジネスに侵食された社会は無駄を制度化する社会である。例えば、「競争的広告は……なんら生産物の有用性を増

加するものてはない。目的は生産物の販売である。それは市場価値を与えるが、その価値は売り手にとっては有用で

あるけれども、買い手にとっては何の役にも立たない。」といった具合である。こうして物を作る精神は衰退する。企業

は生産にではなく、金融操作による利潤の獲得に向かいつつあるとヴェブレン見ていた。ヴェブレンが亡くなる世界恐

慌直前のアメリカでは、まさに投機的利益の追求というビジネスによって産業は侵食されつつあった。こうした懸念は世

界恐慌として現実の問題になる。分析の視角は正反対であるものの、ゾンバルト、ウェーバー、ヴェブレン、そして後に

見るシュムペーターなど、１９世紀末から２０世紀にかけての悲観的な資本主義論は多くの点で共通性がある。  

ヴェブレンは主流の経済学が制度の成立を解明していない点で、非科学的な学問であると見ていた。ヴェブレンの議

論は経済学というよりも文明論である。しかし、自分が消費する財の量のみならず、他人の所有する財の量が問題とな

る、といった消費論は今日の「デモンストレーション効果」の先取りでもある。  

 

 

 

 

マルクスの経済思想 

市場経済批判の潮流 

スミスからリカードウへと18世紀末から19世紀半ばにかけて展開していった古典派経済学は、市場経済に自律性を認

め、それを肯定的に評価していたと整理できる。もちろん、マルサスのように市場経済の自律性を完全には承認しなか

った論者もいたが、マルサスとて私有財産制度を否定して市場経済の廃棄を主張したわけではなかった。  

ドイツ歴史学派も後発資本主義国の立場から、古典派経済学を批判したが、それでも市場経済そのものを否定的に

評価していたわけではない。ドイツ歴史学派は、国家による市場経済の調整という方向で、市場経済がはらむ問題を

乗り越えようとしていたと言えよう。  

19世紀の初頭から市場とは異なる共同的な組織による社会を実現しようとする思想が生まれていた。初期社会主義と

呼ばれる政治・経済思想である。その内実は多様で、その中でも私有財産を全面的に否定する思想については共産

主義と呼ばれることもある。初期社会主義者のうちよく知られているのが、サン・シモン（仏：1760-1825）、フーリエ（仏：

1772-1837）、オウエン（英：1771-1858）の３名である。彼らは三大「空想的社会主義者」などと称されている。  

「空想的社会主義（ユートピア社会主義）」という名称は、エンゲルス『空想から科学へ』（1880年）にお
いて用いられたことで広まったものである。エンゲルスには「空想的社会主義」と名づけることで、それ
とは区別された、マルクスの「科学的社会主義」の正しさを強調しようとするねらいがあった。しかし、オ
ウエンたちの社会構想は、たとえ失敗に帰したにしても、少なくとも実験的なコミュニティを提示しえる
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だけの具体性を有していたことを否定すべきではないだろう。彼らは単純な絵空事を夢想していたわ
けではないのである。これに対して、よく知られているようにマルクスは、社会主義社会の構想を具体
的に語ることはなかった。  

市場経済を批判したイギリスの経済学者には、「リカードウ派社会主義」と呼ばれる一群の経済学者たちもいた。彼らは
資本家の獲得する利潤の源泉を問題にすることで、市場経済が持つ不平等性を批判しようとした。つまり、生産力が上
昇してもその恩恵は利潤として資本家が取得してしまうために、労働者は貧しいままにとどまっているという議論であ
る。こうした主張は後にマルクスによって、相対的剰余価値論として精緻化されていくことになる。リカードウ派社会主義
者たちの多くは、労働組合によって労働者の賃金の上昇を図るべき、あるいは生産協同体を形成すべきといった提案
を行っている。 

「リカードウ派社会主義者」は、フォクスウェル（Ａ．メンガー『労働全収権論』の英訳者）によって付けら
れた名称である（1899年）。オウエンとは異なる系譜で生まれた社会主義者であることを強調するため
に、「リカードウ派社会主義」という名称を与えた。確かに、彼らの著作の特徴として、オウエンよりも経
済学的な分析が詳しいことをあげることができる。しかし、必ずしもリカードウ経済学の批判的摂取から
生まれたとは言いにくいし、オウエン主義者の要素（組合主義など）も多分に含んでいる。それゆえ、
誤解を与えかねない名称と言うべきだろう。わが国では広く流通している呼称であるが、欧米では必ず
しも一般的に普及している名称とは言えない。  

ロバート・オウエン 

ロバート・オウエン（1771-1858）：ウェールズ生まれ。ロンドンの店員から身を起こし、マンチェスターの
工場支配人として成功する。1798年からスコットランドのニュー・ラナークでイギリスでも最大規模に属
する綿紡績工場(工員2000人以上)を経営し成功する。この工場は、世界で最初とも言われる幼稚園を
はじめとした学校などの教育や娯楽といった福祉施設、労働時間の短縮、工場内の消費協同組合方
式の売店などの特徴があった。その成功は広く知られ、内外から多くの見学者を集めるまでになった。
この経営の経験にもとづく労務管理論を環境性格決定論と結びつけることで社会主義論を生み出
す。1825年にアメリカに渡り、ニュー・ハーモニー実験村を設立するが失敗する。オウエンの思想は、
今日の消費協同組合の原型とされているロッジデール協同組合の形成に影響を与えた。そのために
協同組合思想の祖と見なされることもある。主著、『新社会観』(1813-14)。  

オウエンの思想を支えているのが「性格形成原理」である。これは、環境や教育によって人間の性格はどのようにでも
形成が可能であるとする考え方である。労働者の教育・労働条件の改善をはかることで、労働生産性を上昇させようと
するものである。また、私有財産と自由競争の社会では、機械の導入が貧困と道徳的堕落の原因となっているが、諸
個人の性格を改善することで、人間の幸福につながるように機械が利用可能となる。 

ここでは「現在の窮乏の原因の解明」(1821、五島茂訳、中央公論)によって、市場経済をどのように批判的に見ていた

かを確認しておきたい。オウエンはまず、この社会を特徴付けているのは、「費用価格にもとづく利潤」、分業、自由競

争であり、そして「幸福の獲得ではなく、富の獲得が社会の主要目的」となっていることを指摘する。  

「人間の欲望は、費用価格にもとづく利潤と、微細分業と、当事者の間の競争との基礎に立つ商業に
よって長らく充足されてきた。／これらの原理の基礎に立ついろいろな体制は、おそらく、人の世のあ
る特殊な時代にとっては必要でもあり、有用でもあった。しかし、科学的改善の圧倒的影響は、いまや
急速にその時代を終わらせつつある。これらの体制はもうこれ以上長く続けることはできない。だから、
費用価格にもとづく利潤はこの後一般には獲得できない」(201頁)  

「科学から得られた新供給能力は優れた指導のもとにあるならば、社会全体に最高の恒久的繁栄を
確保するであろうけれども、この新供給能力の生む生産物の過剰によって、この制度のもとでひきおこ
される諸困難から文明社会を救い出すためには、何らかの措置が必要なのである。」（203頁）  

オウエンは科学そして機械が巨大な供給能力を生み出したことを強調する。問題はその供給能力が発揮されず、人々
に富裕が行き渡らないことにある。その原因は利潤を目的として生産が行われるからである、とオウエンは考える。「現
存の社会制度は、生産と消費とを、価格にもとづく利潤を通してのみ処理することを許している」。供給を上回る需要が
あれば利潤が発生する。言い方をかえれば、費用価格を越える需要（価格）が利潤である。なぜ需要が供給を下回ら
ざるをえないのか。こういった問題を分析していないオウエンの利潤の議論は不十分と言わざるを得ない。だが、彼の
思想はわかりやすい。 

オウエンが提起するのは、需要を上回る供給が実現できる制度である。言い方をかえれば、利潤が不必要なコミュニテ

ィーの設立である。新しいコミュニティーの中では、「科学的な制度によって、この利潤は全ての人にとって不必要で、

不利益であるのみならず、まったく実行不可能なものとなるであろう」(210頁)。こうして需要を上回る生産を行ったコミュ

ニティーは他のコミュニティーと剰余生産物を交換するようになる。その際の規準は労働時間で行うべきであると主張

する。これが労働貨幣として知られるオウエン特有の発想である。  

理想とされるコミュニティーは、500人から1500人規模である。人々は田園に建設された、いくつもの居間と寝室、広い

共同厨房、それにいくつもの食堂、いろいろな年齢の人たちごとの学校、教会、病院、図書館を組み込んだ建物に住
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むことになる。建物の周りには菜園があり、子供たちの運動場が配置されている。  

「第一に労働者階級のための共同住宅を建設し、暖房と通風の施設を付けること。それも現在のどん
な計画よりも、より良く、かつより安く。／第二に、彼らにより良い、かつより安い食物を供給すること。第
三に、彼らにより良く、より安い衣料を供給すること。第四に、彼らをより良く、かつより安い費用で訓練
し、教育すること。第五に、彼らが現在享受している以上の健康を彼らに確保すること。第六に、彼ら
の労働をいままでよりもより良く管理された科学を使って、農業、工業の他あらゆる社会目的に向ける
こと。そして最後に、彼らをあらゆる点において社会のより良いメンバーにすること」（206頁）  

■オウエンとマルクス 

自由競争のもとで利潤追求を目的に生産が行われる社会では、社会が有している生産力が十分には発揮されない。

これがオウエンの認識であった。1810年代には機械導入が生み出した失業に対して、労働者はラッダイド運動（機械

打ち壊し運動）によって反抗した。しかし、オウエンは機械そのものではなく、機械が使用される社会体制にこそ問題が

あると見抜いていた。こうした着眼は、生産力と生産関係の矛盾というマルクスの認識とほぼ同じである。  

 

マルクスの時代 

カール・マルクス：1818-1883。現在のドイツ南部で生まれる。ヘーゲル哲学の批判的研究から出発
し、資本主義社会を理解するためには、経済構造を解明する必要があることを悟り、経済学の研究を
開始する。危険人物としてマークされ、パリやブリュッセルなどを転々とし、最終的にはイギリスに落ち
着く。主著『資本論』を執筆した(第１巻1867、第２、３巻はマルクスの遺稿をもとにエンゲルスが編集し
たもの）。他の著作として『経済学批判』、『ルイ・ボナパルトのブリュメール１８日』や、エンゲルスとの共
著『ドイツ・イデオロギー』、『共産党宣言』がある。出典は全集版（MEW）の巻数とページ数。  

マルクスが活躍した１９世紀半ばのイギリスは、産業革命が終わり、世界一の経済力を誇っていた。しかし、工業地帯に

目を向ければ、富めるものはますます豊になり、貧しい者はますます貧しくなる、という状況が生まれていた。不況に陥

るたびに多くの失業者があふれ、資本主義社会の負の側面を露呈させていた。スミスの予言とは裏腹に、富裕が一般

化した状況とはいえなかった。  

ここでは、マルクスの時代認識を伝えるマルクスとエンゲルスの共著『共産党宣言』を取り上げながら、マルクスの時代

を確認しておこう。『共産党宣言』は1848年2月革命前夜に発表されたものである。「一つの妖怪がヨーロッパをさまよっ

ている。共産主義という妖怪が。」という文章ではじまる『宣言』は、「これまでの全ての社会の歴史は階級闘争の歴史

である」という階級闘争史観で書かれている。1848年はヨーロッパ各地（アイルランド反乱、フランス２月革命、ウィーン・

ベルリン３月革命、ミラノ暴動、ハンガリー独立運動）で内乱や革命が勃発した年である。だから、『宣言』のアジテーシ

ョンは誇張というわけではない。これらの事件はウィーン体制（ナポレオン失脚後のヨーロッパの勢力均衡体制）の破綻

がもたらしたものである。しかし、マルクスが着目するのは、これらの政治的事件の背後にある経済的な変化である。  

■ブルジョアジーの歴史的役割 

マルクスがまず着目するのは「ブルジョア」と「プロレタリアート」という２大階級の対立という状況である。残存してきた小

生産者（独立自営農民や生産手段を所有する職人など）は没落し、ブルジョアとプロレタリアートの２大階級へとますま

す分裂しつつあるというのである。  

「歴史上の諸時代には、ほとんどどこでも社会は様々な身分に区分されていた。....中世には、封建領
主、家臣、同職組合親方、職人、農奴があり、それらはたいていさらに別々の階層に分かれていた。
／封建社会の没落から生まれた近代のブルジョア社会は、階級対立を廃止しなかった。それはただ、
新しい階級、新しい抑圧の条件、新しい闘争形態を古いものに置き換えたに過ぎない。／しかし、現
代、すなわちブルジョアジーの時代は、階級対立を単純にしたという特徴を持っている。全社会は、敵
対する２大陣営に、直接に相対立する２大階級に、すなわちブルジョアジーとプロレタリアートとにます
ます分裂していく。」（Bd.4,S.463）  

こうした状況を生み出したのはブルジョアジーである。マルクスはブルジョアジーが果たしてきた歴史的役割を最も高く

評価した思想家の一人でもある。  

「ブルジョアジーは、その100年足らずの階級支配の間に、過去の全世代を合わせたよりもいっそう大
量的で、いっそう巨大な生産諸力を作り出した。自然力の制服、機械、工業や農業への科学の応用、
汽船航海、鉄道、電信、大陸全体の開墾、河川の運河化、地から湧いてでたような人口。これほどの
生産諸力が社会的労働の胎内に眠っていようとは、これまでのどの世紀が予想したであろうか？」
（S.467）  

こうした経済発展が一国レベルのものではなく、世界規模のものであることをマルクスは強調する。生産と消費は世界

市場の中で結合しているのである。例えば、イギリス人が好んで飲む紅茶もイギリス国内で栽培されたわけではない。
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インドや中国からの輸入品に他ならない。イギリス産業革命の機軸産業であった木綿工業も、その原材料の綿花はイ

ンドやアメリカからの輸入品である。そもそもインドから輸入される綿布を国内で生産する輸入代替化戦略として産業革

命は本格化したのである。そして工業化に成功すると逆に、輸出品として大量生産されていったのである。  

「ブルジョアジーは世界市場の開発を通じて、あらゆる国々の生産と消費とを全世界的なものにし
た。....国産品で充足されていた昔の欲望に代わって、はるかに遠い国々や風土の産物でなければ満
たされない新しい欲望が現れてくる。昔の地方的、または国民的な自給自足や閉鎖に代わって、はる
かに諸国民の全面的な交通、その全面的な依存関係が現われてくる。／ブルジョアジーはあらゆる生
産用具を急速に改善することで、またすばらしく便利になった交通によって、あらゆる国を、もっとも未
開な国までも、文明に引き込む。彼らの商品の安い価格は、どんな万里の長城も打ちこわし、未開人
のどんなに頑固な外国人嫌いも降伏させずにはおかない。...あらゆる国民に、いわゆる文明を自国に
とりいれるように、つまりブルジョアになるように強制する。一言で言えば、ブルジョアジーは自分の姿
に似せて一つの世界を作り出す。」（S.466）  

こうした世界規模での生産・消費の発展も限界に来ていると『宣言』では主張する。いわゆる「生産関係と生産力の矛
盾」である。 

「このような巨大な生産手段と交通手段を魔法のように忽然と出現させた近代ブルジョア社会は、自分
で呼び出した地下の悪霊をもはや制御できなくなった、あの魔法使いに似ている。この数十年来の工
業と商業の歴史は、近代的生産諸関係に対するブルジョアジーとその支配との存立条件である所有
諸関係に対する近代的生産力の反逆の歴史にほかならない。周期的に繰り返し襲ってきた....あの商
業恐慌をあげるだけで十分である。...恐慌の時には、以前のどんな時代の目で見ても不合理としか思
えない一つの社会的病気が、過剰生産という疫病が発生する。」（S.468）  

こうした矛盾の高まりはブルジョア社会を滅亡させることになる。その担い手が、ブルジョアジーが生み出してきた近代

的なプロレタリアートということになる。「ブルジョアジーは何よりもまず、自らの墓堀人を作り出したのである」。プロレタリ

アートの勝利が近いとマルクスは見ていた。『宣言』の刊行直後、パリでは二月革命が勃発し、革命の炎はヨーロッパ

各地に飛び火した。しかし、48年の革命的情勢は資本主義社会の構造を変革するものではなかった。マルクスは資本

主義社会を解明すべく、古典派経済学の研究に沈潜していく。  

マルクスの思想的源流 

ドイツ哲学、イギリス古典派経済学、フランス社会主義。この３つがマルクスの思想的源流であるとレーニンは述べてい

る。イギリス古典派経済学、とりわけリカードウの経済理論をマルクスは批判的に受け継いでいる。これから見ていくよう

に、労働価値説を軸にした『資本論』は、きわめてリカードウに近い体系となっている。フランス社会主義からの影響は

それほどはっきりしたものではないが、マルクスはフーリエやプルードンといった初期社会主義者たちの著作を批判的

に検討している。また、フランス社会主義者ではないが、オウエンの主張にもマルクスとの共通点を数多く見いだすこと

ができる。  

ここでは、ドイツ哲学との関係について説明しておく。若いときのマルクスはヘーゲル哲学を研究していた。ヘーゲル

（177-1831）は没後、いくつかのグループに継承されていく。その中心となったのが、フォイエルバッハ（1804-1872）に

代表されるヘーゲル左派である。マルクスはフォイエルバッハに近い立場から出発した。つまり、ヘーゲル→フォイエ

ルバッハ→マルクス。  

ヘーゲルは神を中心とした世界観・歴史観を構築した。神がこの世の中を創り、それが歴史を動かしていくという考え

方である。神の意図は人間だけではなく、自然などあらゆるものに貫徹しており、あたかも神に操られるあやつり人形の

ようにして歴史を作っていくという体系であった。 こうした考え方の根底には、カルヴァン派の色彩が強い「予定調和

説」という教義があった。  

さて、こうした神中心のヘーゲルの体系をフォイエルバッハは批判した。分かりやすく言えば、「人間こそが神を生み出

したんじゃないの。だから神には人間の本質が投影されていると考えねばならん」、ということになる。フォイエルバッハ

は「宗教の秘密は人間学である」という有名な言葉を残している。こうしてドイツ哲学は神を追放して、唯物論へと進ん

でいくことになる。  

フォイエルバッハの『将来の哲学の根本命題』(1843)では次のように述べられている。「ある惑星に住
んでいる思考する生物が、神の本質を論じているキリスト教の教義の２，３節を読んだとしよう。この生
物はここからどんな結論を出すだろうか？キリスト教の意味での神の存在であろうか？そうではな
い。...人間による神の定義を、人間自身の本質の定義と見るだろう。」  

このようにして、フォイエルバッハはヘーゲルが神と言っていたものを、人間に置き換えたのである。マルクスはさらにこ
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の考え方を押し進めたて、フォイエルバッハにいちゃもんをつけたのである。マルクスの「フォイエルバッハに関するテ
ーゼ」(1845)から引用しておこう。 

「フォイエルバッハは宗教の本質を人間の本質に解消する。しかし人間の本質は、個人に内在する抽
象物ではない。人間の本質とは、現実には社会的諸関係の総和である。」 

「したがってフォイエルバッハは、『宗教的心情』そのものが一つの社会的産物であるということ、彼が

分析する抽象的個人が現実には特定の社会形態に属していることを見ない。」  

易しく言いかえれば、「あんたの言う『人間』ってのは、いったいどんな存在なの？『人間』という抽象的なものを持ち出

しても、何にも説明したことにはならんぞ。」という趣旨である。マルクスが言いたかったことは、『人間』と言ったって、時

代や場所によってまさに人様々である。だから、人間とは何かを分析するためには、個人を成り立たせている社会とは

何かを分析しなければならないとマルクスは考えたわけだ。一人一人の人間は、彼をとりまく様々な社会的環境（家庭

や学校や職場等々）の中で育ってきたし、さらに社会的環境を離れて存在することはできない。社会こそが人間を生み

出し、そして人間を人間たらしめているのである。 だから、社会の分析からはじめる必要がある。  

このように、全体は個に先立つという観点からの分析の立場のことを、「方法論的全体（総体）主義」と
呼んだりする（全体主義はホーリズムの訳語）。シュモラーなどもこの系譜に入れることができるだろう。
方法論的全体主義は経済学よりもむしろ、デュルケームに代表される社会学の方で発展した。現代思
想の一角を占める構造主義（ポスト構造主義も含む）も全体主義の系譜に属する。こうした考え方と対
象的なのが、個人から出発して、その総和として社会を分析する立場である。こちらは「方法論的個人
主義」と呼ばれる。新古典派経済学が代表的である。例えば、個人の効用から個別需要曲線を導出
し、その総和で社会的需要曲線を導出する手法にこうした考え方がよく表れている。  

さて、社会と言っても、実に様々な側面があるはずだ。どこから手を付ければよいのだろうか？宗教から？政治から？
家族から？いろいろなアプローチがありうるが、経済的な関係から、社会を分析していこうとする立場がある。その代表
が、マルクスの考え方の基本をなしている「唯物史観」という考え方である。 

唯物史観 

マルクスの社会観・歴史観は「唯物史観」と呼ばれる。少々長くなるが、唯物史観の定式化として知られる『経済学批

判』の「序言」を引用しておく。  

「人間は、彼らの生活の社会的生産において、一定の、必然的な、彼らの意志から独立した諸関係
に、すなわち、彼らの物質的生産諸力の一定の発展段階に対応する生産諸関係に入る。これらの生
産諸関係の総体は、社会の経済的構造を形成する。これが実在的土台であり、その上に一つの法律
的および政治的上部構造がそびえ立ち、そしてそれに一定の社会的意識諸形態が対応する。物質
的生活の生産様式が、社会的、政治的および精神的生活過程一般を制約する。 ... 社会の物質的生
産諸力は、その発展のある段階で、それらがそれまでその内部で運動してきた既存の生産諸関係と、
あるいはそれの法律的表現にすぎないものである所有諸関係と矛盾するようになる。これらの諸関係
は、生産諸力の発展諸形態からその桎梏に一変する。そのときに社会革命の時期が始まる。経済的
基礎の変化とともに、巨大な上部構造全体が、あるいは徐々に、あるいは急激にくつがえる。 ...大づ
かみに言って、アジア的、古代的、封建的およびブルジョア的生産様式が経済的社会構成のあいつ
ぐ諸時期として表示されうる。」(S.8)  

この中身は、(1)社会構造の理論と(2)移行の理論の二つに分けられる。 

(1)社会構造の理論  

 

ある経済的関係が決ると、それに応じて政治や宗教などが決るという考え方である。  

(2)移行の理論 

生産力とは、簡単にいってしまえば、人間が物を作り出す能力である。おおよそは技術によって規定されるといって良

いだろう。生産力が高まると、新しい経済システム（生産関係）に移行すると考えていた。例えば、農業生産性や工業

生産性が高まることによって、それまでの封建制的な経済システムでは経済はうまく動かなくなり、新しい資本主義的な

経済システムに移行したことになる。  

資本論の構成 

上部構造
イデオロギー

政治や法律

下部構造 経済（＝生産力＋生産関係）
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マルクスがもともと計画していたのは、国家論や世界市場論を含む壮大な体系であった。資本論はこの体系の一部分

にすぎない。しかも、マルクス自身の手によって刊行されたのは第一巻(1867)だけで、第二巻、第三巻はいずれもマル

クス没後、彼の草稿をもとにしてエンゲルスが編集し刊行したものである。  

第一巻は、投下労働価値説をベースにして、マルクス経済学にとってキー概念である「剰余価値」が生み出されるメカ

ニズムが分析される。ここでは階級関係が再生産されるメカニズムも分析される。第二巻は資本の回転や産業部門間

の関係が分析される。剰余価値は直接目に見える形で現象するわけではない。そこで第三巻では、利潤や地代という

実際に目に見える形で剰余価値が分配されるメカニズムが分析される。  

資本論の議論を整理すれば、おおよそ次のようになろう。「地代とか利潤など日常目にする所得は、剰余価値の現象

形態に他ならない。その背後には剰余価値を生み出す階級関係がある。しかし、日常的な意識からは、この本質的な

階級関係は覆い隠されている。こうした階級関係を明らかにするために、投下労働価値説にもとづく剰余価値論が必

要不可欠である。」現象と本質という図式が資本論を貫いている。マルクスは現象形態にとらわれて、需要と供給で決

まる価格分析に終始した経済学者たちを、「俗流経済学者」と呼び批判した。  

「俗流経済学は、ブルジョア的生産関係にとらわれたこの生産の当事者たちの諸観念を教義的に通
訳し体系化し弁護論化することのほかには何もしていない。経済的諸関係の疎外された現象形態－
－そしてもし事物の現象形態と本質とが一致するのであればおよそ科学は余計なものである－
－、 ....まさにこのような現象形態のもとでこそ俗流経済学はまったくわが家にある思いがするの
だ...。」(Bd.3,S.825)  

第一巻は「価値」を用いて分析が行われ、第三巻から「生産価格」を用いて分析が行われている。価値と生産価格との

関係をマルクスは単純に考えていた。しかし、価値と生産価格とを関連付けようとすると、論理的にはいろいろな問題

が生ずる。そのために、多くの論争を生んできたし、マルクス経済学の最大の弱点とする主張もあるが、ここでは、次元

の違う分析装置が使われている、ということをおさえておけばよいだろう。  

商品生産 

『資本論』は次のセンテンスで始まる。「資本主義的生産様式が支配的な社会の富は、一つの『巨大な商品の集まり』と

して現れ、一つ一つの商品は、その富の基本形態として現れる。それゆえ、われわれの研究は商品の分析から始ま

る」。一見すると自明な商品から分析がはじまる。商品の交換は単なる物と物との交換だけを意味しているのではな

い。マルクスは商品交換の背後にある人間の関係に着目する。人間と人間との関係が媒介物である物と物としての関

係として現れる。これが『資本論』を貫徹するシェーマである。  

分業が行われている社会における個々の労働に着目してみよう。社会全体を見るならば、各人の労働は社会全体で

必要とされる労働の一部分を担っているはずである。つまり各人は「社会的な労働」を行っているのである。しかし、商

品経済社会では各人の労働が生産物の交換に先立って、予め社会的に必要な労働であったかどうかは分からない。

生産した商品が売れてはじめて「社会的な労働」であったことが実証されるのである。  

「生産者たちは自分たちの労働生産物の交換を通じてはじめて社会的に接触するようになるのだか
ら、彼らの私的諸労働の独自な社会的性格もまたこの交換においてはじめて現れるのである。言い換
えれば、私的諸労働は、交換によって労働生産物がおかれ労働生産物を介して生産者たちがおかれ
るところの諸関係によって、はじめて実際に社会的総労働の所環として実証されるのである。...諸個人
が自分たちの労働そのものにおいて結ぶ直接に社会的な関係としてではなく、むしろ諸個人の物的
な諸関係および諸物の社会的な諸関係として、現れるのである。」（Bd.1,S.87）  

では、商品の交換比率を決定するものは何なのか？マルクスは投下労働価値説によって、すなわち商品を生産する
のに必要な労働時間で商品の価値が決まるとする。より正確に言うならば、その商品を生産するのに平均的に必要と
される労働時間である。 

「それ〔商品〕の価値の大きさはどのようにして計られるのか？それに含まれている価値を形成する実

『資本論』の構成

巻数 分析レベル 考察対象 分析の主要視座

第１，２巻 本質＝資本・賃労働関係
商品と貨幣 
剰余価値の生産 
階級関係の再生産＝蓄積

価値

第３巻 現象
剰余価値の分配 
 →利潤・地代・利子 
日常的意識

生産価格
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体の量、すなわち労働の量によってである。労働の量そのものは、労働の継続時間で計られる....。一
商品の価値がその生産中に支出される労働の量によって規定されるとすれば、ある人が怠惰または
不熟練であればあるほど、彼はその商品を完成するのにそれだけ多くの時間を必要とするので、彼の
商品はそれだけ価値が大きいと思われるかもしれない。しかし、諸価値の実体をなしている労働は、同
じ人間労働であり、同じ人間労働力の支出である。...価値量を規定するものは、ただ、社会的に必要
な労働量、すなわち、その使用価値の生産に必要な労働時間だけである。」(Bd.1,S.53)  

『資本論』第１巻では、価値どおりの交換が前提されている。とはいえ、マルクスにとって個々の商品の交換比率はさし
て重要な問題ではなかった。価値どおりの交換を前提にすることで、資本主義社会における階級関係を説明すること
が目的であった。第３巻では労働価値とは別の次元の「生産価格」という概念によって、価値と価格との乖離という問題
が扱われる。労働価値説はシンプルである半面、理論的にはやっかいな問題をはらんでいる。リカードウやマルクスが
頭を悩ましたところである。 

労働力商品と産業資本 

資本主義社会の特徴は「労働力」が商品として売買されていることである。労働力とはさしあたり、労働者の労働する能

力と考えておけばよいであろう。マルクスは「二重の意味で自由」な労働者の存在があってはじめて資本主義社会が成

り立つと考えている。  

「貨幣が資本に転化するためには、貨幣所持者は商品市場で自由な労働者に出会わなければならな
い。自由というのは、二重の意味でそうなのであって、自由な人として自分の労働力を自分の商品とし
て処分できるという意味と、他方では労働力の他には商品として売るものをもっていなくて、自分の労
働力の実現のために必要なすべての物から解き放たれており、すべての物から自由であるという意味
で、自由なのである。」(Bd.1,S.183)  

この労働力という商品の価値はどのようにして決まるのであろうか？ここでも他の商品と同じように投下労働価値説の原
則が貫徹する。すなわち、労働力の生産に必要な労働時間で決まるのである。だから、労働者が生きていくのに必要
な生活手段を生産するのに必要な労働時間で労働力の価値が決まることになる。 

「労働力の価値は、他のどの商品の価値とも同じように、この独自な商品の生産に、したがってまた再
生産に必要な労働時間によって規定されている。...労働力の生産は彼自身の再生産または維持であ
る。自分を維持するためには、この生きている個人はいくらかの量の生活手段を必要とする。だから、
労働力の生産に必要な労働時間は、この生活手段の生産に必要な労働時間に帰着する。言い換え
れば、労働力の価値は、労働力の所持者の維持のために必要な生活手段の価値である。」
（Bd.1,S.185）  

労働力の価値と労働者の労働時間とは別ものであることに注意してもらいたい。例えば、労働者は１日に10時間労働
するとしよう。労働者が消費する生活資料の価値が労働力の価値であるから、労働力の価値は10時間の労働とは関係
ないのである。ここで数字例で考えてみよう。１時間の労働が1000円の価値を生み出せるとしよう。例えば、5000円の
原材料を購入し、雇用した労働者を10時間働かせて商品を生産している工場を考えよう。価値を新たに形成できるの
は労働だけである。だから、原材料の価値は生産物にそのまま移転されるだけである。生産物は15時間の労働を含ん
でいるから、15000円の価値を持つことになる。 

労働者の受け取る賃金が6000円であるとしよう。それは労働者が消費する生活手段が6時間の労働で生産されている

ことを意味する。つまり、10時間の労働を生み出すためには、6時間分の労働で生産された生活手段が必要であった、

ということになる。 6000円で購入した労働力商品が、10000円の価値を形成したのである。このように労働力商品だけ

が価値を増殖させるのである。  

労働力の再生産に必要な分の労働をマルクスは「必要労働」と呼び、そしてそれを超過する労働時間のことを「剰余労

働」と呼んだ。上の例では、6時間が必要労働で2時間が剰余労働である。 

労働時間＝必要労働＋剰余労働 

剰余労働が形成する価値を「剰余価値」と言う。  

マルクスは価値を増大させてゆく運動として「資本」を捉えた。こうした「資本」の把握は、機械や工場などのいわゆる

「資本ストック」として資本を捉える今日の主流派経済学とは異質である。剰余価値を生産する資本の運動が「産業資

本」である。産業資本の運動は次のように定式化することができる。  

原 材 料  → 価値移転 →  

５時間(5000円) 

   生  産  物  

  １５時間(15000円) 

 労   働  → 価値形成 →  

 １０時間労働(10000円) 
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このように、資本は、あるときは貨幣であったり、あるときは商品であったりと、いろいろと形を変えながら運動していくの

である。この運動の中で労働力だけが価値を増大させるから可変資本と呼ばれる。これに対して、生産手段（原材料や

機械など）は価値を移転させるだけなので、不変資本と呼ばれる。  

ある階級が生み出した剰余価値を、商品交換の法則に即して他の階級が取得することをマルクスは「搾取」と呼んだ。

労働者も自由な商品の売り手である。その限りでは、資本家も労働者も対等な関係である。資本家がインチキや不正

によって利潤を得ているという非難をマルクスは行わなかった。むしろ、商品交換の原則に従っていながら、なおかつ

剰余価値が生まれることを示すのがマルクスのねらいであった。つまり、形式的には平等な関係が（言い換えれば、交

換的正義が貫徹していても）、実質的な不平等が生まれることを問題にしているのである。  

相対的剰余価値 

労働力の価値に対する剰余価値の比率、すなわちＭ／Ｖのことを剰余価値率（別名、搾取率）と呼ぶ。この比率は労

働力の価値に相当する労働時間を越えて、労働者がどれだけ余分に働いているかを表す指標である。この指標は労

働者階級と資本家階級との力関係を表す指標である。  

今、労働生産性が一定で、労働者の生活手段の中身（物的な中身）も一定であるとしよう。このとき労働力の価値は不

変である。この場合には労働時間を延長させれば、剰余価値は増大する（絶対的剰余価値の生産）。しかし、工場法

などが制定されることで、労働時間の延長には限界が設けられる（マルクスは労働時間が階級闘争によって決定される

と考えていた）。つまり、絶対的剰余価値には限度が画されることになる。  

仮に労働者の生活手段の物的中身が一定で、かつ労働時間が一定であったとしても、労働生産性が上昇すれば剰

余価値の増大は可能である。それが相対的剰余価値の増大である。生産力の上昇があればその価値は低下する。す

なわち、労働力の価値は低下するのである（＝剰余価値の増大）。  

「労働日の延長によって生産される剰余価値を絶対的剰余価値と呼ぶ。これに対して、必要労働時間
の短縮とそれに対応する労働日の両成分の大きさの割合の変化とから生ずる剰余価値を相対的剰余
価値と呼ぶ。労働力の価値を下げるためには、労働力の価値を規定する生産物、したがって慣習的
な生活手段の範囲に属するかまたはそれに代わりうる生産物が生産される産業部門を、生産力の上
昇がとらえなければならない。...ある一人の資本家が労働の生産力を高くすることによってたとえばシ
ャツを安くするとしても、けっして、彼の念頭には、労働力の価値を下げてそれだけ必要労働時間を減
らすという目的が必然的にあるわけではないが、しかし、彼が結局はこの結果に寄与する限りでは、彼
は一般に剰余価値率を高くすることに寄与するのである。」（Bd.1,S.334）  

ここではマルクス流の意図せざる結果の論理が登場している。他の資本家との競争にさらされている個々の資本家
は、少しでも安い費用で商品を生産しようと絶えず生産方法の改善を目指している。今、ある資本家が生産方法の改
善に成功したとしよう。商品の価値はそれを生産するのに社会的に平均的に必要とされる労働時間で決まる。だから
例外的に安い費用での生産に成功したこの資本家は、同じものを生産している他の資本家よりも大きな超過利潤を獲
得することができる。しかし、どの資本家もこの新しい生産方法を導入しようと競争する。その結果、新しい生産方法が
普及してしまえば、商品の価値は引き下げられてしまい、超過利潤は消滅するであろう。とはいえ、話はこれで終わり
ではない。商品の価値が下がることで、労働力の価値が引き下げられるのである。その結果、相対的剰余価値の増大
が行われるのである。個々の資本家の行動が、意図することなく労働力の価値の引き下げを実現してしまうのである。 

相対的過剰人口 

生産力の画期的な上昇を可能にしたのが機械制工業である。機械制工業は相対的剰余価値の増大を実現させただ

貨幣（Ｇ）－商品（Ｗ）＜
生産手段（Ｐｍ）

・・生産過程（Ｐ）・・商品（Ｗ’）－貨幣（Ｇ’）
労働力（Ａ）

個別資本    社会的帰結 

特別剰余価値の追求 
（超過利潤） 

↓ 

競      争 >>>>> 新生産方法の普及 

↓ 

超過利潤の消滅 >>>>> 相対的剰余価値の生産 
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けではない。機械化の進展は、投資に占める労働者の賃金部分の割合を低下させてゆくであろう（すなわち、可変資

本に対する不変資本の増大）。その結果、労働需要の増加率が労働人口増加率よりも低くなりうる。こうして失業者（産

業予備軍）が発生することになる。 こうした失業者の発生は、資本主義社会特有の社会的に形成された過剰人口であ

る。可変資本に対する労働人口の過剰という意味で、マルクスは相対的過剰人口と呼んだ。  

相対的過剰人口の存在は、労働者の賃金を引き下げる役割を果たすだけではない。資本主義を成立させる特有の人

口法則を生み出したことを意味する。拡大再生産を行うためには、追加的に雇用される労働者が必要となる。しかし、

資本主義的な生産関係といえども、直接的に労働人口を増大させることはできない。つまり、人間そのものの生産は資

本主義的生産関係の外部にある。そこで相対的過剰人口を発生させることで、労働者を確保するメカニズムを確保す

るのである。  

さて、スミスは分業による生産力の上昇から、富裕の一般化という事態が実現すると予想していた。ところが見てきたよ

うに、マルクスは生産力の上昇を全く正反対に否定的に捉えている。生産力の上昇のメリットが資本家だけにもたらさ

れるメカニズムを描いたといえよう。  

「資本主義体制のもとでは労働の社会的生産力を高くするための方法はすべて個々の労働者の犠牲
において行われるということ、生産の発展のための手段は、すべて、生産者を支配し搾取するための
手段に一変し、労働者を不具にして部分的人間にして、彼を機械の付属物に引き下げ、彼の労働の
苦痛で労働の内容を破壊し、独力の力としての科学が労働過程に合体されるにつれて労働過程の精
神的な諸力を彼から疎外するということ、これらの手段は彼が労働するための諸条件をゆがめ、労働
過程では彼を狭量陰険きわまる専制に服従させ、彼の生活時間を労働時間にしてしまい....。一方の
極での富の蓄積は、同時に反対の極での、すなわち自分の生産物を資本として生産する階級の側で
の、貧困、労働苦、奴隷状態、無知、粗暴、道徳的堕落の蓄積なのである。」(Bd.1,S.674)  

生産力の上昇が富裕の一般化をもたらさない究極の理由を、マルクスは労働者が生産手段を所有しないことに求め
た。だから、生産手段の所有のあり方を変革することが必要となる。有名な一説を挙げておこう。 

「絶えず膨張しながら、資本主義的生産過程そのものの機構によって訓練され結合され組織される労
働者階級の反抗もまた増大してゆく。資本独占は、それとともに、そしてそれの下で開花したこの生産
様式の桎梏となる。生産手段の集中も労働の社会化も、それがその資本主義的な外化とは調和でき
なくなる一点に到達する。そこで外皮は爆破される。資本主義的私有の最後を告げる鐘が鳴る。収奪
者が収奪される。／...資本主義的生産は、一つの自然過程の必然性をもって、それ自身の否定を生
み出す。...この否定は私有を再建しはしないが、しかし、資本主義時代の成果を基礎とする個人的所
有を作り出す。」(Bd.1,S.791)  

社会主義というと、国家による生産手段の所有というイメージが強いが、マルクスは必ずしもそのような社会主義の展望
を語ってはいないのである。社会主義社会では、私有ではなく「個人的所有」が行われるというのである。とはいえ、そ
の具体的な中身についてマルクスはほとんど何も語ってはいない。だから、マルクスが考えた社会主義とは何であった
のか、ということについて多くの論争が行われている。 

利潤率の低下傾向 

剰余価値率Ｍ／Ｖは階級関係を表す指標である。相対的剰余価値のところで見たように、資本家は剰余価値率を高

めることを直接、意図して行動しているわけではない。資本家にとって重要な指標は費用に対する利潤の割合である。

利潤を剰余価値と置き換えるならば、利潤率は次のように書ける。 

利潤率＝Ｍ／（Ｃ＋Ｖ）    Ｍ：剰余価値、Ｃ：不変資本、Ｖ：可変資本 

今、機械化が進展することで生産力が上昇するとしよう。機械化の進展は労働者一人当たりが用いる不変資本を増大

させる傾向があると言ってよいだろう（ファクトリー・オートメーション（ＦＡ）などを想起すれば分かりやすい）。つまり、生

産力の上昇は、Ｃ／Ｖ（資本の有機的構成）を増大させる傾向があることになる。これは興味深い帰結をもたらす。  

利潤率の式の分母と分子をＶで割ってみよう。 利潤率＝（Ｍ／Ｖ）／（（Ｃ／Ｖ）＋１）  となる。 

Ｃ／Ｖの上昇は分母を増大させる。それゆえ、Ｍ／Ｖが一定であれば、利潤率は低下していくことになる。この議論の

妥当性については、多くの異論もある。マルクスも必ず利潤率が低下するとは考えていなかった。そのために、「低下

傾向」という言い方をしたのである。いずれにせよ、生産力の上昇を追求してゆくことで、資本家自らが自分たちの首を

絞めていく、という図式をマルクスは描きたかったのである。  

「すでに述べたように、資本主義的生産様式の一法則として、この生産様式の発展につれて可変資本
は不変資本に比べて、したがってまた動かされる総資本に比べて相対的に減少してゆくのである。 ... 
一般的利潤率が次第に低下していく傾向は、ただ、労働の社会的生産力の発展の進行を表す資本
主義的生産様式に特有な表現でしかないのである。」(Bd.3,S.222)  
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■利潤率低下論に対する批判と反論 

上で示した式については、「マルクスは剰余価値率の増大を認めていた。だから分子の Ｍ／Ｖ が大きくなるはずな

ので Ｃ／Ｖ が大きくなっても利潤率がどうなるかは分からない」という批判がある。これについては次のような反論が

ある。 

機械化が進展してゆけば、不変資本の価値に対する生産過程で投下される労働量の低下をもたらす。これは（Ｖ＋

Ｍ）／Ｃの低下を意味する。この分数が限りなく低下してゆけば、それよりも値の小さい利潤率はやがて低下してゆか

ざるをえない。 

∵ Ｍ／（Ｃ＋Ｖ） ＜ （Ｖ＋Ｍ）／（Ｃ＋Ｖ） ＜ （Ｖ＋Ｍ）／Ｃ 

■利潤率低下論の比較 

スミスは競争の増大から、リカードウは農業の生産性低下から、利潤率の低下傾向を認めていた。マルクスの場合に

は、生産性の上昇と利潤率の低下傾向を結び付けているところに特徴がある。  

■生産性上昇の帰結 

生産性上昇が何をもたらすかについて、マルクスの議論を整理しておこう。  

スミスの経済像と対照的であることが分かるだろう。  

「経済的三位一体」批判 

資本主義社会で成立している日常的な意識を批判するところで『資本論』は終わっている。日常的な意識とは現象の

背後に本質的な階級関係を見い出そうとしない意識である。労働が賃金を、土地が地代を、資本が利潤を生む。この

ような日常的な経済現象の把握の仕方を「経済的三位一体」とマルクスは呼ぶ。そして日常的な意識を批判的に分析

することなく、それを前提として構築された経済学を「俗流経済学」と呼ぶ。  

「...現実の生産者たちの日常的観念の教師的な多かれ、少なかれ教義的な翻訳以外の何者でもない
俗流経済学は、いっさいの内的関連の消し去られている三位一体のうちに、自分の浅はかな尊大な
自然的な、一切の疑いを持ちえない基礎を見いだすのである。この定式は同時に支配階級の利益に
も一致している。なぜならば、それは支配階級の収入の源泉の自然必然性と永遠の正当化の理由を
宣言して、それを一つの教条にまで高めるからである。」（Bd.3,S.839）  

 
 

マルクス経済学の変容 

マルクスの経済思想は社会主義を目指す政治運動とともに世界に広まってゆく。その過程で行われた論争は、マルク

ス経済学の様々なヴァリエーションを生み出していく。ヴァリエーションを生み出した理由は、『資本論』で描き出された

経済社会と異なる状況でマルクスの経済思想を展開させようと試みたところに求めることができる。20世紀の資本主義

は19世紀イギリス経済とは異なる様相を呈し始めていた。そのために『資本論』がモデルにしていた経済像を、そのま

ま現実に適応することが困難になり始めていた。ここではドイツ、ロシア、日本におけるマルクス経済学の発展をとりあ

げておこう。  

後発資本主義国ドイツは19世紀末に急速に重化学工業化を押し進めることに成功し、経済的にイギリスを凌駕しつつ

あった。こうしたドイツ経済の発展を支えたのが、銀行を中心とした株式会社制度の発展であった。「金融資本」という

概念を用いて、新たな資本主義経済像を描き出したのがドイツのマルクス経済学者ヒルファディングであった。マルク

スの予言に反して、イギリスに代表される先進資本主義国の労働者が窮乏化しつつあるとは言えなくなっていた。こうし

た状況の中で、資本主義国は国内の経済問題を国外に転化することで解決を図っているという議論が生まれてくる。

その代表がレーニンである。マルクスが資本主義国内の問題に着目したのに対して、レーニンは世界レベルで資本主

義経済の問題を把握しようとしたと言える。  

イギリスの場合には、封建的な自営農民層は一方で農業資本家へと成長し、他方では農業労働者あるいは工業労働

者へと没落していった。ところが、ドイツや日本では農民層分解が進まないうちに、重化学工業が発展しはじめてい

た。こうした状況はマルクスが描いたのとは違う経済社会のパターンがあるのかいなか、という問題を生み出していた。

この点については、日本におけるマルクス経済学内部の論争を中心に見ておきたい。  

生産性の上昇 →相対的剰余価値の生産 

→相対的過剰人口（＝失業）の増大 →労働者の貧困の増大→労働者の反抗 

→利潤率の低下 
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ヒルファディング 

マルクスの没後、マルクスの理論を受け継いだのは、ドイツ社会民主党（ＳＰＤ）であった。そのなかでカウツキーやヒル

ファディングといった理論家たちが、資本主義の発展を『資本論』をベースにしながら理論化しようと試みていく。  

ヒルファディング：1877-1941。ウィーン生まれ、ドイツで活躍。1910年に主著『金融資本論』を著す。
1923年、1928-29年にＳＰＤ政権下で大蔵大臣を務め、レンテンマルクの発行によって第一次大戦後
のインフレーションの収束をはかる。ヒトラーの権力掌握後に亡命し、国外からナチスを批判しつづけ
る。1941年逮捕され、パリの監獄で死去する。  

■金融資本 

18世紀に起きたバブル経済の苦い経験（南海泡沫会社事件）から、イギリスは長い間、株式会社を原則的に禁止して

いた。そのために個人が集めた資金により企業が立ち上げられていた。繊維産業のように固定資本が比較的小規模

な産業ならば、資金の調達はそれほど大きな問題にならない。しかし、重化学工業のように大規模の設備が必要とされ

る産業では個人の資金だけでは容易に企業を立ち上げることは困難である。個人資金に代わって、株式会社制度に

よって大量の資金を集めることに成功したのがドイツであった。  

この事態をヒルファディングは「金融資本」という概念で説明した。ヒルファディングが強調したのは銀行の役割の増大

である。イギリスの銀行は伝統的に商業手形の割引に従事する商業銀行にとどまっていた（短期・小額・つなぎ融資的

性格）。これに対してドイツでは銀行が大量の資金を市中から集め、それを産業資本に流し込む役割を果たした。こう

した金融と産業資本との一体となった状態を金融資本と呼んだ。  

金融資本の中心には銀行が位置している。だが、「金融資本＝銀行」ではない。むしろ、ヒルファディ
ングが金融資本概念によって強調したのは、産業資本と銀行とが一体となった体制である。それゆ
え、「銀行はその資本のますます多くを産業に固定せざるを得ない。これによって銀行はますます多く
産業資本家となる」という言い方もしている。  

重化学工業は株式を発行することで大量の資金を集めた。その際、株式の引き受けを行ったのが銀行である（証券業
務をかねたユニバーサル・バンキング）。産業資本は独占による高い配当利回りを確保できた。そのために一括引き受
けした株式は額面以上の金額で市中で売却することが可能であった。この差額の取得を創業者利得と呼ぶ。 

１株の額面が50円であったとしよう。仮に１株当り年間４円の配当が保証されていたとする。利子率が
５％であれば、この株式の市場価格は理論的には80円となる。この算出方法を「資本還元」と呼ぶ。さ
て、銀行は額面で引き受けた株式（＝１株当り５０円を産業資本に支払って株式を購入）を、市中で
（理論値どおりの）80円で売却すれば30円の儲けが生まれる。この儲けを「創業者利得」と呼ぶ。  

銀行は創業者利得を獲得するだけではない。銀行は大株主として産業資本に役員を派遣することで、産業資本の経
営にも介入していくようになる。こうして、人的な結合を通じて、銀行による産業資本の支配が行われていく。銀行によ
る経営のコントロールは、もともとは競争関係にある複数の産業資本の競争を回避させ、独占の形成による独占価格の
維持などを可能とする。ヒルファディングはここに生産の社会化の展望を見出だした。すなわち、銀行による生産のコン
トロールの延長上に、国家による生産のコントロールという社会主義の構想を描くことになる。 

レーニン 

ドイツ社会民主党は党内の路線対立もあって、第一次世界大戦に対して反戦の立場を貫くことができなかった。その

ためにＳＰＤの権威は失墜する。代わりにマルクス主義の指導者の地位を占めたのが、ロシア革命を指導したレーニン

である。ロシア革命の指導者レーニンは、「帝国主義戦争を内乱へ」というスローガンのもとに、ドイツ社会民主党を中

心勢力とする第２インターナショナルを批判した。  

レーニン：1870-1924。教育者の子としてウリヤノフスクに生まれる。1887年に、傾倒していた兄はアレ
クサンドル３世の暗殺事件に連座して刑死した。自らも政治運動のために、投獄され、シベリア送りとな
る。第一次大戦中はスイスからロシア共産党を指導し、大戦末期に、「封印列車」でロシアに帰国。
1917年、11月〔10月〕革命を成功させ、ソヴィエト労農臨時政府の人民委員会議長に選出される。邦
訳は大月書店版レーニン全集による。  

レーニン『帝国主義論』(1917)は、その内容の多くをヒルファディングに負っている。だが、理論的な内容よりも、予言の
的中という点で『帝国主義論』は際立っていた。レーニンの予言は二重に的中する。ひとつはソビエト社会主義の誕生
であり、もうひとつが第二次世界大戦の勃発である。ここにマルクス経済学「正統」としてのレーニンの権威が作り出さ
れた理由がある。 

レーニンが行った世界大戦の予言は、資本主義社会は必然的に戦争を懐胎するものというイメージを
作り出した。第二次大戦後も、資本主義は好戦的な体制であり、社会主義は平和愛好的な体制であ
るというイメージが長く流布するのに貢献したといえるであろう。  
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レーニン『帝国主義論』(1917)の内容を簡単に見ておこう。マルクスが対象にした19世紀の資本主義社会は資本家間

での競争が活発に行われている自由競争の経済であった。これに対して、レーニンが対象にした20世紀初めの資本

主義社会は、企業規模が大きくなり、少数の独占企業が市場を支配する状況であった。独占資本による生産の管理の

うちに、レーニンもヒルファディング同様に生産の社会化を見いだすことになる。つまり、生産の社会化の一歩手前の

段階に資本主義社会が到来していると判断したのである。  

「競争は独占に転化する。その結果、生産の社会化が著しく前進する。とりわけ、技術上の発明や改
善の過程も社会化される。これは...未知の市場での販売のために生産している経営者たちの旧来の
自由競争とは、まったく異なるものである。...資本主義はその帝国主義的段階で、生産の全面的な社
会化にぴったりと接近する。それはいわば、資本家たちを、彼らの意志と意識とに反して、競争の完全
な自由から完全な社会化への過渡的な、ある新しい社会秩序に引きずり込む。」(p.236)  

しかし、生産は社会化しつつあっても所有は私的なままにとどまっている。資本主義的な所有制度では、労働者の生
活水準は上昇し得ない。すなわち、労働者の消費需要は低く押さえ込まれたままである。だから、巨大な生産力があり
ながら、それを発揮することは不可能である。この生産と所有との矛盾を解決する方法が、収益性の高い海外への直
接投資や債券投資による資本輸出であった。こうして、もはや資本主義の矛盾は一国内では解決できず、植民地支配
による帝国主義として存立せざるをえなくなったとレーニンは見た。この資本輸出こそ、レーニンが20世紀の資本主義
を帝国主義として規定した理由である。 

「自由競争が完全に支配していた古い資本主義にとっては、商品の輸出が典型的であった。だが、独
占が支配している最新の資本主義にとっては、資本の輸出が典型的となった。....先進諸国では膨大
な「資本の過剰」が発生した。....資本主義が資本主義である限り、過剰な資本は、その国の大衆の生
活水準を引き上げることには用いられないで－－なぜならば、そうしてしまえば資本家の利潤が下が
ることになるから－－、国外へ、後進諸国へ資本を輸出することによって利潤を高めることに用いられ
るであろう。これらの後進諸国では利潤が高いのが普通である。なぜならば、資本が少なく、地価は比
較的低く、賃金は低く、原料は安いからである。」(p.277)  

このように海外に依存することでしか存立し得ない資本主義を、レーニンは「寄生的で腐朽した資本主義」と呼んだ。

帝国主義は資本主義の最終段階で、まさに末期的な「死滅しつつある資本主義」であると、その滅亡が近いことを予言

した。  

「帝国主義のもっとも本質的な経済的基礎のひとつである資本輸出は、金利生活者層の生産からこの
完全な遊離をますます強め、いくつかの海外の諸国や植民地の労働の搾取によって生活している国
全体に、寄生性という刻印を押す。」（p.320）  

レーニンは植民地の再分割のために、戦争が不可避であることを、すなわち、第二次世界大戦を予言した。第一次世

界大戦直後に語られたこの予言は20年後に的中する。ここにレーニンの絶対的な権威が成立することになる。  

「アメリカその他の国の金融資本は、非平和的な方法によって一変されつつある新しい勢力関係を基
礎として、世界を再分割しつつあるのではないだろうか？... いったん勢力の相互関係が変化した場
合、矛盾の解決は、資本主義のもとでは力による以外には何に求めることができようか？」(p.316)  

後に、レーニンの『帝国主義論』から資本主義の「全般的危機論」が導き出され、スターリンらによって広められていくこ

とになる。「全般的危機論」のもと、20世紀の資本主義の展開は、資本主義の矛盾の激化とその一時的な弥縫策という

単純な図式で把握されることとなった。長い間、マルクス経済学の世界では、現状分析およびその理論化がこの図式

に拘束されていたといえよう。  

日本におけるマルクス経済学の発展 

すでに見たように、ドイツ歴史学派の日本への導入は、工場法制定などに一定の役割を果たした。しかし、19世紀の

日本の経済学は欧米の経済理論の輸入段階にとどまっており、特定の政策を正当化するために経済理論を利用しよ

うとする姿勢にとどまっていた。  

大正期のデモクラシーの進展は様々な思想を発展させる機会を生み出した。その一つとして学者の間ではマルクス主

義への関心が生まれていた。他方、1900年代から開始される印刷工組合や鉄工組合といった労働組合の結成によっ

て、次第に組織的な労働運動が展開されていく。1917年ロシア革命の影響もあり、両者は結びついていき、学問的研

究と政治活動とが融合していくようになる。日本経済を分析する目的のために独自の経済学が発展していくようになっ

たのは、1920年代ごろからである。日本における経済学の発展を促したのが、日本資本主義論争というマルクス経済

学内部での論争であった。  

■日本資本主義論争 

そこで議論されるようになったのが日本の経済発展の段階をいかに規定すべきか、という実践的な問題であった。マル
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クスの唯物史観によれば、封建社会は市民革命を経て資本主義社会になり、資本主義社会は社会主義革命を経て

社会主義に到るはずである。この発展段階を日本に当てはめるとどうなるのか。これが論争の起源であった。論争は経

済学者、歴史学者を二分する日本の社会科学史上、最大の論争へと発展する。一方のグループは『日本資本主義発

達史講座』(1932-33年)に結集したために「講座派」と呼ばれた。もう一方のグループは雑誌『労農』において論陣をは

ったために「労農派」と呼ばれた。  

講座派の見解では、当時の日本はフランスの絶対王政期（ルイ14世の時代）に相当するとされた。つまり、明治維新は

天皇を中心とする絶対王政を成立させたもので、市民革命ではないということになる。したがって、政治的な目標は、ま

ず市民革命を成功させて、資本主義社会を成立させるところにおかれた。それゆえ、日本経済の根底には封建的な

農業が置かれていることが強調された。こちらのグループを代表するのが、野呂栄太郎、山田盛太郎、服部之総らで

ある。これに対して労農派の見解では、明治維新は市民革命とされた。したがって、すでに日本は資本主義社会に到

っており、次なる政治的目標は社会主義革命ということになる。労農派の論者は、日本の社会に数多く残っている封建

的な要素も資本主義社会の中でやがては消滅していく残滓に他ならないと主張した。このグループを代表するのが、

山川均、櫛田民蔵、向坂逸郎、猪俣津南雄らである。  

■山田盛太郎『日本資本主義分析』 

ここでは山田盛太郎（1897-1980）の主著『日本資本主義分析』(1934)によって、講座派の見解を眺めておこう。国際的

な経済環境の中で、日本は工業化を進展させた。その過程で地主と小作農との半封建的な関係は解消しないどころ

か、ますます強化されることで、資本主義の経済体制に組み込まれている。また、政治体制についてみれば、天皇を

中心とする官僚および軍部による強力な政治機構を生み出していた。山田は「軍事的半農奴制的資本主義」という概

念によって日本資本主義を規定した。そのポイントは日本資本主義を欧米とは異なるロシアや日本に独自なタイプと

見ているところにある。すなわち、労農派のように、欧米的な資本主義に向かう一時的な過渡期としてではなく、一つの

類型として戦前の日本資本主義を位置づけたのである。  

「英国資本主義は自由競争の祖国として現われ、独米資本主義は集中独占の本場として現われ、露
日資本主義は軍事的農奴制的＝半農奴制的の典型国として現われ、いずれもそれぞれ、世界史的
意義を劃している。」(23頁)  

山田の見解では、一方での重工業の展開と、他方での貧しい農民経済は相互補完的な日本経済の両輪であると位置

づけられている。ただし、経済の主要な基盤は農村にあると見なしていた。両者の関係は次のように説明されている。

海外へ進出するために強力な軍事力の維持と、軍需工業を中心とした重工業の育成が必要である。そのために必要

となる資金は財政でまかなわれている。農村の高い地代にかけられる税金がこの財源となっている。それを可能とする

のが、封建的な農村社会の存在である。農民は封建的な旧来の地主・小作関係に縛られることで、搾取されており、そ

れにより地主は高い地代を獲得している。こうして工業と軍事を支える財源が農村に求められたのである。農民の低い

生活水準は、結果的に工業労働者の賃金を低く抑えることに貢献した。また、軍事力は海外への進出のためだけでは

なく、貧しい農民たちの反乱を抑え込む装置としても機能している。これが山田の見解であった。  

資本主義が発展すれば、地代も市場メカニズムによって規制されるはずである。しかし、日本の高率な地代は市場価

格を反映しておらず、軍部の存在を背景とした地主の政治的な力、すなわち「経済外的強制」によって決定されている

と山田は見ていた。こうした関係を山田は「半封建的」あるいは「半農奴制的」と規定したのである。  

「半隷農的零細耕作農民および半隷奴的賃金労働者の地盤＝供給源たる所の、厖大なる半農奴制
的零細耕作土壌そのもの、それの同時的、相互規定的の、強力的な創出過程。かくの如き関係下に
おける創出になる半封建的土地所有制＝半農奴制的零細農耕は、軍事的半農奴制的日本資本主
義の基本規定として現われる。」（225頁）  

労農派からの講座派批判： 土屋喬雄は徳川時代後期からすでに地主と小作人との間には商品経済的な関係が浸

透し始めており、一部では土地の売買が行われていることを指摘した。つまり、資本主義の萌芽的な姿が明治以前に

存在していることを指摘したのである。また、服部之総は幕末においてすでにマニュファクチュアが発展していたことを

指摘した。向坂逸郎は山田の分析が経済を静態的に把握しているために、日本資本主義のダイナミズムを見過ごして

いると批判した。労農派に近い立場にいた宇野弘蔵は、農民の貧しさを農村の封建的な性格に求めるのではなく、有

機的構成の高い重工業を中心とした工業化であったために工業での労働雇用量が少なく、農村に相対的過剰人口を

滞留させたことに要因を求めた。また、「半封建的」などの「半」という概念規定がそもそも概念規定上無益な概念であ

るといった批判も行われた。  

■天皇制論 

天皇制の位置づけは日本資本主義論争における重要な焦点の一つであった。山田の図式に従えば天皇は両面的な

存在である。すなわち、一方では米作社会を司る存在として農村の頂点に位置し、他方では工業化を推進する近代
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的な官僚組織の頂点に位置することになる。この二つの経済的基盤を代表することで、国家の一体性を体現する存在

たりえたのである。  

山田理論では軍隊は重工業を推進せんとする近代的な官僚組織の側に立つはずであった。とはいえ、軍人の大半が

農村出身であったがゆえに、軍人は必ずしも「農村の反乱を鎮圧する」心情を持ちえるものではなかった。２．２６事件

（1936年）において青年将校たちが決起した大きな理由は、東北地方に代表される疲弊する農民の救済にあった。彼

らは財閥と官僚が一体となった腐敗した権力こそが農村を窮乏へと追い込む原因であると考え、その打倒を目指した

のである。すなわち、農民の反乱を鎮圧すべき軍隊の一部が、農民の心情に立って反乱を起こしたことになる。  

 

 

 

 

 

新古典派経済学 

新古典派経済学総論 
「新古典派経済学 neoclassical economics」という名称は、アメリカ制度学派に属するヴェブレンが作り出したものであ
る。ヴェブレン自身は主に、ケンブリッジ学派のマーシャルを念頭におきながらこの名称を用いた。しかし、今日、用い
られている「新古典派経済学」という名称は、1870年代に生まれたケンブリッジ学派、ローザンヌ学派などを源流とし
て、今日にまでおよぶ複数の学派の総称である。それぞれの学派は相互依存の度合いが強く簡単には分類できない
が、代表的な学派はおおよそ以下のように区分することができる。 

ここでは個別の学派に立ち入る前に、新古典派と総称される潮流の概要を整理しておこう。古典派経済学に対抗する

学派として、ドイツ歴史学派とマルクス経済学を見てきた。これに対して新古典派経済学は、その名称から予想される

ように古典派を継承する学派ということができる。ただし、その理論の組み立て方は古典派と大いに異なる。そこで、新

古典派経済学に共通する方法的特徴と理念について概観しておく。  

新古典派といっても中身は多様である。以下に概観する方法や理念は、今日の新古典派経済学の最
大公約数的なものである。そのエッセンスは今日のミクロ経済学の教科書に凝縮されていると言えるか
もしれない。個々の経済学者を取り上げた場合には、以下にあげる方法や理念からはみ出るケースも
多々ある。例えば、マーシャルなどは「組織」を重視する。よって、必ずしも方法論的個人主義の枠に
収まりきらないのである。  

新古典派経済学の方法 

■方法論的個人主義 

個々の経済主体（生産者・消費者）の行動の総和として経済全体の動きが決定されると考える。これは経済観であると

同時に、理論の構成の仕方にも反映されている。方法論的個人主義の背景には、新中間層の増大など階級区分の希

薄化などを指摘することができるであろう。  

方法論的個人主義と対になる考え方が方法論的全体主義である。古典派経済学やマルクス経済学は経済主体を個

人としてではなく、階級（労働者階級・資本家階級・地主階級）として把握し、理論を構築した。ドイツ歴史学派の場合

に中心におかれていたのは国民という集団であったと言えよう。  

参考：古典派経済学と個人 
古典派経済学の関心の中心は分配論にあり、そのために分析の視角は階級に向けられることになっ
た。しかし、古典派経済学も必ずしも方法論的個人主義を否定していたわけではない。彼らもおおよ
そは、合理的な個人の集合としての社会という見方をとっていた。  

■最適化仮説 

1870年代～ 20世紀前半 第二次大戦後 

イギリス ケンブリッジ学派 

オーストリア オーストリア学派 ネオ・オーストリア学派 

スイス ローザンヌ学派 

スウェーデン スウェーデン学派 

アメリカ 
シカゴ学派（マネタリズム） 

合理的期待形成学派 
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個人は自己の経済的利益を追求する合理性を備えた主体として仮定されている。ここで言う「合理性」とは、「目的合

理性」のことである。目的合理性とは、ある目的が与えられた場合に最適な行動を選ぶという意味である。新古典派の

理論の中では、消費者と生産者はそれぞれ、前者は効用最大化する主体として、後者は利潤最大化する主体として

仮定されている。そして、この主体の行動を理論化する道具として、「限界 marginal」概念が多用されるようになった

（数学的には微分を用いた極大・極小問題として表現される）。  

最適化仮説は理論の中で貨幣を捨象するという帰結をもたらした。最適化を実現する合理的な行動を行うためには、

市場から得られる情報について貨幣的な現象に惑わされないという仮定も置かれることになる。例えば、所得も全ての

商品の価格も全部がいっぺんに２倍に上昇したとしよう。これは名目的な変化にすぎず、実質的には何の変化もおき

たことにならない。したがって、消費者や企業の行動には変化が生じない。このように新古典派経済学は考える。その

ために、理論体系の中に貨幣は登場しない（計算単位として金額は登場するが、貨幣がなくとも理論的には影響がな

い）。  

この考え方をもっと専門的に言えば、情報の完全性、あるいは不確実性のない市場を想定していると
いうことになる。例えば、新古典派と異なって、ケインズの理論では貨幣は重要な役割を果たす。なぜ
ならば、ケインズは株式市場や債券市場には将来の不確実性があるために、ひとびとは貨幣の形で
資産を保有すると考えたからである。新古典派の場合には将来の不確実性は想定されない。新古典
派の場合には、遠い将来の財や資産についても現在の市場で取引が行われると考える（異時点間の
取引）。したがって、将来についての不確実性は原理的に退けられることになる。  

■均衡概念 

重要と供給の均衡が重視される。均衡は単に均衡点における価格や供給量・需要量の決定という意味だけではなく、

社会の調和・秩序という意味合いも含んだものとして想定されていた。均衡は自動的に達成されうるものとして、理論化

されていく。それは市場の自律性を理論化したものと言うことができる。需要と供給が均衡点に引き寄せられていくとい

う発想の背後には、ニュートン力学の重力の考え方を見て取ることが可能である。  

新古典派経済学の理念 

■市場主義 

新古典派と古典派はともに、市場主義とでも呼びうる理念を共有している。それは、個人が意図しない社会的秩序をも

たらす制度として市場を肯定的に評価する姿勢である。新古典派はさらにパレート最適（パレート効率性）という結論を

引き出すことになる。パレート最適という状態はモデルの必然的な帰結である。だが、パレート最適が実現することをも

って、市場を肯定する議論がある。これが市場主義の典型的な発想である。  

後に見るようにケインズは市場の自己調整力を否定した。それゆえ、ここで言う市場主義をとっていた
ことにはならないので、新古典派経済学には入らない。なお、日本ではマルクス経済学と対になる「近
代経済学（近経）」という用語があり、新古典派＋ケインズ経済学の意味で使用されている。しかし、
「近代経済学 modern economics」という名称は海外では通用しない（近代経済学に最も近い言葉は、 
non-marxian economics かもしれない）。  

古典派と新古典派 

古典派経済学と新古典派経済学との間には市場主義のような共通性もあるが、異なる点も多い。古典派経済学（およ

びマルクス経済学）は経済成長と階級間分配に関心があった。これに対して新古典派経済学は交換と資源配分に関

心があった。そのために、個々の商品の価格決定について精緻な理論を組み立てていくことになる。 

限界革命 

1870年に時をほぼ同じくして、ジェヴォンズ、メンガー(1840-1921)、ワルラス(1834-1910)が限界概念を用いて、経済理

論の新しい体系化を試みた。この偶然の一致を「限界革命」と呼ぶ。  

■限界概念 

「限界(marginal)」というのは、「独立変数の増加に対して、従属変数がどれだけ増えるか」という意味である。ミクロ経済

学の中では、「限界」を冠した「限界効用」、「限界費用」、「限界生産力」、「限界収入」など数多くの基本概念によって

体系が組み立てられている。  

ｙ＝ｆ(ｘ) という関数において、 ｘを⊿ｘだけ増加させると、ｙ＋⊿ｙ＝ｆ(ｘ＋⊿ｘ) となる。 ⊿ｙ／⊿ｘが「限
界」の意味。この関数が微分可能であれば、微分係数が「限界」になる。  

消費者行動論 個人の効用最大化→ 個別的需要曲線 →集計→ 社会的需要曲線 
＞市場均衡 

企業行動論 個別企業の利潤最大化→ 個別的供給曲線 →集計→ 社会的供給曲線 
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ジェヴォンズ 

限界革命を担ったイギリスのジェヴォンズをとり上げて、「限界」概念がどのように理論を一新させたかを見ていくことに

しよう。  

ジェヴォンズ：1835-1882。リヴァプール生まれ。家業の倒産のために、学業半ばでオーストラリアの造
幣局に赴任。 1871年『経済の理論』を著す。太陽黒点説でも知られる。  

18世紀末から19世紀はじめにかけて活躍したベンサムは、快楽と苦痛の比較考量にもとづく功利主義思想を展開し
た。功利主義はジェヴォンズの思想的源泉の一つである。彼が「効用 utility」（＝「功利」）から商品の価値や労働供
給を考えたのも功利主義の影響である。他方、エンジニアであったジェヴォンズは、ニュートンに代表される古典力学
を模範として、経済学も自然科学にように数理的な学問として精緻化されることが可能であると考えていた。ジェヴォン
ズは経済学を「快楽および苦痛の微積分学」と呼んだが、そこには彼の思想的源泉がよく表れている。 

「快楽および苦痛は、疑いもなく経済の計算の究極的な目標である。最少の努力をもってわれわれの
欲望を最大限に満たすこと――最も多くの望ましいものを、最も少ない望ましくないものと引き換えに
取得すること――言い換えれば、快楽を極大にさせることが経済学の問題である。」(第3章)  

限界効用 

ジェヴォンズは商品から得られる効用を最大化するように消費者は行動すると考えた。ここで重要なのが「限界効用

（度）逓減」という考え方である。夏の暑い日に飲む生ビールはたいへんうまい。とはいえ、２杯目のうまさは１杯目ほど

の感激を伴わないであろう。３杯目ともなるとそのうまさはだいぶ減るにちがいない。  

ジェボンズは「限界 marginal 」ではなく、「最終 final 」という用語を用いたが、ここでは「限界」と訳して
おく。  

これを１本づつの棒グラフで表そう。横軸にはビールの消費量をとり、棒グラフの面積でビール１杯から生まれる「効
用」を表すようにしよう。１杯目は高さの高い棒グラフに、２杯目はそれより高さの低い棒グラフに、３杯目はもっと低い棒
グラフとなる。この棒グラフの高さが「効用度」と呼ばれるものである。そして最後のグラフの高さを「限界効用度」と呼
ぶ。このように消費量の増加につれて、効用度が低下していくことを限界効用逓減の法則と呼ぶ。そして最後の１単位
の消費から得られる効用を限界効用と呼ぶ。面積が効用で、高さが効用度であることに注意。つまり、 限界効用＝限
界効用度×商品量１単位 である。 

「uをして〔財貨の量〕xの消費から得られる全部効用を示すとする。……du/dx はx量の財貨に対する
効用度である。数学用語をもってすれば、効用度はxの関数と考えられたuの微分係数である」(第3章)  

「最終効用度は、経済学の理論の軸であることが見出されるであろう関数である。経済学者らは一般
的に、この関数と全部効用との区別を誤った。この混同から多くの困惑がおこった。……われわれは
水がないと生活出来ないが、水にほとんど価値を置かない。それはなぜか？われわれは通常、最終
効用度がほぼ０になるほど多くの水を持っているからである。」(水とダイヤモンドのパラドックス)  

厳密に言えば、消費量は連続的に変化する。それにともなって効用度も連続的に変化するとしよう。そ
うすれば曲線のグラフとなる。効用をＵとし、消費量をｘとすれば、効用度はＵをｘで微分した、 ｄＵ／
ｄｘ と表すことができる。それぞれの消費量ごとに効用度が決まる関数が与えられれば、それを積分し
てやることで効用を算出することができる。ジェヴォンズが経済学を「快楽と苦痛の微積分学」と呼んだ
所以である。なお、ミクロ経済学の教科書によっては、効用度と効用を区別していない場合がある。  

ジェヴォンズの効用理論では、各商品ごとに独立に効用が決まり、それを足し合わせることで消費者の効用全体となる

と想定されている。すなわち、関数で書けば、 

Ｕ＝Ｕ１（ｘ１）＋Ｕ２（ｘ２）＋Ｕ３（ｘ３）＋.... となる。したがって、例えば第１財の限界効用を考える時には、Ｕ１（ｘ１）だけ

を微分すれば済んでしまう。第２財、第３財....の量とは無関係に限界効用が決まるのである。こうした考え方はマーシ

ャルにも継承される。  

補足： 無差別曲線を定式化した後のヒックスたちは独立に決定される効用という考え方を批判した。
連関財や補完財を考えれば分かりやすいであろう。砂糖入りのコーヒーを好む人にとって、砂糖の量
を無視してコーヒーの限界効用を考えることはできないというのである。無差別曲線を用いた効用理論
は関数で書けば、 
Ｕ＝Ｕ（ｘ１，ｘ２，ｘ３ ....） となる。例えば、第１財の限界効用を考える時にはｘ１で偏微分することにな

る。当然のことながら、第２財、第３財....の量が変化すれば第１財の限界効用も変化する。  

交換理論 

ジェヴォンズは肉を持つ商品所持者と穀物を持つ商品所持者とがどのように商品を交換し合うかを限界効用を用いて

説明した。 (1)肉所持者の肉と穀物についての限界効用度のグラフを書いてみる。いずれのグラフも右下がりのグラフ
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となる（左端が所持量がゼロに近いから限界効用が高くなる）。 (2)次にある交換比率が与えられたとして、その比率に

合うように横軸の縮尺を変えてみる。 (3)肉のグラフの上に、左右を逆にした穀物のグラフを重ねる。そうすると、途中で

交差するＸ型のグラフが書ける。 (4)交換の始まる前が一番右端である。交点よりも右側だと肉の限界効用よりも穀物の

限界効用が高い。だから、もっと肉を手放して穀物を得た方が良い。なぜならば、交換に手放す肉の効用（すなわち失

う効用）よりも、交換で得る穀物の効用（得る効用）の方が大きいからである。交点の左側だと、失う効用の方が大きい

から、交換が行き過ぎることになる。よって、このグラフの交点が効用を最大化させる点である。この交換比率のもとで

は肉所持者はこの交点のところで交換に応ずるのがベストである。  

さて、(2)の作業の意味を考えてみよう。与えられた交換比率の時に、横軸の幅によって交換で受け取る量と渡す量と

が示されている。ここに価格を入れて考えよう。横軸の幅は同じ金額で買える穀物と肉の量を意味することになる。交

点のところで最小の横幅、これを１円分とするならば、この１円分の幅の肉と穀物の効用は一致する。だから、交換に応

じるのは「価格１単位あたりの各財の限界効用が等しい」ところということになる。  

上の説明ではある交換比率が前提されていた。それゆえ、ジェヴォンズは交換比率の決定を説明でき
ていないとする批判がある。確かに、ジェヴォンズの説明はやや不十分である。グラフに加えてジェヴ
ォンズが行っている代数的な説明に即して敷衍するならば、ジェボンズの議論を交換比率決定論にす
るためには、次のような操作が必要になるであろう。交換比率を変化させていき、交点の位置が異なる
グラフを二人の商品所持者について沢山書いてみる。そして、相互に手渡す量が一致したグラフによ
り商品の交換比率が決定される、ということになる。ここまでくると後のエッジワースと同じような議論とい
うことになる。  

ジェヴォンズは交換の利益をもって自由貿易擁護論まで展開した。 

「誰でも購入から利益を期待できないかぎりは、物を買うことはない。したがって、交換の完全な自由は
効用を極大にさせる方法なのである。……関税は収入を増加させる手段としては必要かもしれない
が、経済学者とあろうものは、関税をもって貿易調節の手段として、または効用を増加させる交換の自
然的傾向に対する干渉手段として、関税に少しでも賛成する時代は終わったのである。」(第4章)  

労働理論 

農場で働く労働者を考えてみよう。生産物はそのまま労働者が獲得できるとする。労働者は生産物から得られる効用

と、労働からの苦痛（マイナスの効用）とを比較して 効用－苦痛 を最大化させるように働くことになる。  

横軸に労働時間をとり、縦軸のプラス部分に生産物からの効用を、そしてマイナス部分に労働からの苦痛を計ることに

しよう。生産関数 Ｑ＝ｆ(ｔ), 効用関数 Ｕ＝ｇ(ｑ) とすれば、労働と効用との関係は次のような、合成関数で決まること

になる。Ｕ＝ｇ（ｆ（ｔ））  [労働時間(t)→生産物量(q)→効用(u)] 生産関数が収穫逓減であるとすれば、限界効用逓減

であるから、このグラフは明らかに右下がりとなる。  

労働からの苦痛（限界負効用）は、労働時間が増大すれば次第に増大するであろう。例えば、最初の１時間の苦痛より

も、１０時間働いた後の１時間の苦痛の方が常識的に考えればはるかに大きいといえそうだ。よって、このグラフも右下

がりとなる。  

苦痛よりも効用が大きい間は労働時間を増大させて

いく方が効用は大きくなる。苦痛と効用との大きさが

等しくなる時間（絶対値が等しいという意味）を越える

と、苦痛の増大の方が大きくなるから、等しくなる時

間で労働するのが合理的である。  

「労働が延長されるにしたがって、努力は原
則として次第に苦痛になる。……肉体の精
力が消耗するにつれて、仕事を続けることが
辛くなり、精力の枯渇が近づくと継続的努力
はますます耐えることが難しくなる。」(第5章)  

「dl/dt = du/dx * dx/dt......経済学の他の方
程式と同様に、全ては最終増量に関る。上
記の公式は労働と効用との最終的な均等を
示したのである。」(第5章)  

ここで示したモデルは、自分で生産したものを自分で消費するモデルであるから、資本主義社会の労
働市場における労働供給モデルにはなっていない。ジェヴォンズの議論は限界概念の有効性を説こ
うとするあまり、その経済学的な意味合いの考察が不十分である場合が多い。  
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ジェヴォンズは労働供給量の決定だけではなく、用途別の労働時間の振り分けも論じている。この考え方の延長に、
希少資源の配分論という今日の経済学の目的とされているものがあると言えよう。 

「経済学の問題は、さまざまな欲求と生産諸力とが与えられ、かつ一定の大きさの土地およびその他
の資源を持つ一定数の人口が与えられた場合、生産物の効用を極大にさせるためには、どのように労
働を用いるべきか、ということである。」(第8章)  

基数的効用その後 

温度計によって温度が測定できるようになったのと同じように、やがては効用が客観的に測定可能になるだろうとジェ

ヴォンズは考えていた。こうした素朴な効用の考え方はその後批判されていく。それは二つの角度からの批判であっ

た。第一は、効用の個人間比較の不可能性という批判である。すなわち、異なる人間の効用の大きさは比較できないと

いう批判である。第二は、効用の基数性に対する批判である。基数というのは、例えば水の体積のように２倍とか１．５

倍とか示せる量のことである。効用は基数性を持つ量ではなく、序数（順番）的なものであるという批判が生まれたので

ある。  

第一の批判はジェヴォンズ以後に展開されていく「厚生経済学」の根拠を揺るがすものとなっていく。個人間の効用が

比較不可能であるとすれば、「富んだ人々と貧しい人々との間の所得移転」といった所得配分の是非が議論できなくな

るからである。この点については厚生経済学者ピグーのところで詳しく検討したい。  

第二の批判は無差別曲線の導入によって乗り越えられていく。パレート(1848-123)、ヒックス(1904-1989)らは限界効用

を用いずに、無差別曲線から交換理論を導出することで、「限界効用」概念を用いない、言い方をかえれば、基数的な

効用を用いない理論を展開させていく。これが今日のミクロ経済学の主流の潮流となることは諸君がミクロ経済学で学

ぶとおりである。  

基数的効用分析と序数的効用分析は以下のような関係にある。 

ｘは財ｘの量、ｙは財ｙの量、ｕは効用として、効用関数をｕ＝ｕ（ｘ、ｙ）と表記する。  

限界効用は数学的には効用関数を偏微分したものとなる（ｕが基数的な量として）。無差別曲線のある一点の近傍をと

れば、次のような関係にあることは理解できるだろう。この式の右辺がｘとｙの限界効用の比である。  

∆ｘ／∆ｙ＝（∆ｕ／∆ｘ）／（∆ｕ／∆ｙ）  

要するに、ｙのｘに対する限界代替率＝ｘの限界効用／ｙの限界効用 

限界代替率さえ分かれば、右辺の議論は不必要であるとして、今日のミクロ経済学から限界効用の議論が消滅したの

である。  

ワルラスの経済学体系 

レオン・ワルラス：限界革命トリオの一人であるが、単に限界概念の展開にとどまらず一般均衡論の創
始者として今日の経済理論に多大な影響を与えている。1834年にフランスに生まれる。パリの鉱山学
校で学ぶが、やがて文学に関心を持つようになる。1858年経済学者の父オーギュストの勧めで経済学
の研究を開始するが、1870年にスイスのローザンヌ大学で職を得るまでは、新聞記者、鉄道書記、協
同組合運動などで生活の糧を得る。ワルラスは数学を駆使することで経済学が発展できると信じてい
たが、彼自身は必ずしも数学に長けていたわけではない。大学の同僚がワルラスの議論をラグラン乗
数法を用いて書き換えていたが、ワルラスはそれを理解できなかったと言われている。ワルラスの創始
したローザンヌ学派はパレートへと引き継がれていく。主著『純粋経済学要論』（第1分冊1874,第2分
冊1877）  

ワルラスの主著は『純粋経済学要論』であるが、それは彼の経済学体系の中の第１部「純粋経済学」（交換価値の理論

としての一般均衡理論）として執筆されたものである。実際に執筆されることはなかったが、第２部「応用経済学」（産業

組織の理論）、第３部「社会経済学」（所有権と租税による富の分配の理論）をワルラスは構想していた。第１部の純粋

基数的効用分析 序数的効用分析 

基本的関数 効用関数 無差別曲線 

基本的概念 限界効用 限界代替率 

基本的法則 限界効用逓減の法則 限界代替率逓減の法則 

効用最大化条件 限界効用／価格の均等 限界代替率＝価格比 
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経済学は、完全な自由競争の仮定のもとで価格決定がどのように行なわれるかという理論的考察である。これをワルラ

スは経済学の中の「自然科学」に相当するものと見なしている。第２部の応用経済学は農業、工業、商業、金融などの

産業において、人間が定めた目的とりわけ利益という目的にしたがってどのように生産すればよいかを扱う。第３部は

公正の観点から望ましい富の分配方法を扱う。したがって、経済学の中の道徳と位置づけられた。  

少年時代に経験した２月革命以来、様々な社会主義運動を目の当たりにし、貧困の解決という社会改革への関心を

持ち続けた。父親から継承した土地国有化論を理論的に基礎付けようとする試みが、経済理論研究の出発点にあっ

た。資本の所有ではなく、土地所有こそが貧困の原因であることを理論的に示そうとしたのである。経済成長によって

人口と資本が増加したときに、希少性が増すのは土地だけであり、そのために地代と地価が上昇し、地主階級だけが

有利となる。ここに土地国有化論の理論的根拠があるとワルラスは考えた。こうした関心はワルラスの経済学体系のとり

わけ第３部へと連なっていく。社会経済学についてワルラスはまとまったものを書き残さなかったが、純粋経済学から導

かれる分配の動向について次のように述べている。  

「〔農耕がはじまったばかりの社会では〕誰でも農耕を行なうだけでなく、住居を構え庭を作るための土
地と土地用役を好きなように得ることができる。土地用役と土地の希少性すなわち〔土地の〕価値はゼ
ロである。これに反して、工業と商業の制度に達した社会では、人は高層の住宅に居住し、庭は次第
に減少している。土地用役と土地の希少性したがって価値は著しく大きい。....地代の価値と土地の価
値が必ずしも生産物の価値を増大させずに増加していくことが、資本と人口の増加と共に経済的進歩
の本質的な特徴であることは真理である。純粋経済学はこの真理を証明することによって、他の点に
おいて応用経済学に光を与えるように、社会経済学に光を与える。」(413頁)  

地代のみが増大していくとする分配の動向だけを取り出せば、リカードウとほぼ結論と言ってよいだろう。ワルラスは分
配の動向から土地国有化の正当性を導こうとした。土地国有化という条件が整えば、利子が低下していくことで資本家
は消滅していくと考えていた。ワルラス自身もまたマルクスとは全く異なるタイプではあるが社会主義の一種である「自
由社会主義」を志向していたのである。すなわち出発点での所有の平等を実現することで、あとは市場における競争
に分配関係を委ねる社会主義の構想である。つまり結果の不平等はかまわないと考えていたことになる。ワルラスにと
って純粋経済学は社会経済学を樹立するための基礎にほかならなかったが、ワルラスの没後、継承されていったのは
一般均衡論として発展させられていった純粋経済学の部分だけであった。 

純粋経済学の構成 

経済の諸要素は相互に依存しあって全体をなしており、それらを切り離して理論化することはできない。これがワルラス

経済学の第一の特徴である。さらにこの理論体系を連立方程式によって厳密に表現したこと、これが第二の特徴であ

る。厳密な純粋理論があってはじめて応用が可能になるとワルラスは考えていた。1890年に執筆した「価格決定の幾

何学理論」にワルラスの姿勢がよく表れている。  

「〔ある批評家たちは〕私が多くのページを費やしながら結局、市場価格に到達するためには需要が供
給を超えるときには価格が引き上げられ、また供給が需要を超えるときにはこれが引き下げられなけれ
ばならないことを証明しているだけではないかと嘲笑している。しかし、私はあるとき彼らの一人に「とこ
ろであなたはどうしてそれを証明しますか」と尋ねた。....科学の基本法則を厳密に証明することは重
要なことであろうか、それとも重要ではないのであろうか。今日、経済学には数知れない学派がある。し
かし、私は二つの学派しか認めない。一つはその命題を証明しない学派であり、もう一つはこれを証
明する学派である。私が確立しようと目指しているのは後者である。....経済学においても〔自然科学
と〕同様に進んでいくならば、経済や社会の秩序においても物理や産業の秩序においてなしたと同様
に、事物の性質を管理することができるようになる。」（506-508頁）  

純粋経済学は、「交換の理論」、「生産の理論」、「資本形成および信用の理論」、「貨幣の理論」へと展開されていく。

単純化されたモデルをから出発し、次第に前提を増やしていくことで現実に近づく理論を構築する方法をとっている。

この中でもっとも有名なのが生産の理論である。生産理論における経済主体は４種類である。土地用役を供給する地

主（地代を取得）、資本用役を供給する資本家（利子を取得）、労働用役を供給する労働者（賃金を取得）、いずれも

生産用役を供給すると同時に財の需要者である。これらに加えて、生産用役を需要し財を供給する主体として企業者

（アントゥルプルヌール）がいる。企業者は生産用役を結合させて財を提供するだけで、自らは財を需要しないと想定さ

れている。企業者概念はフランスの古典派経済学者のセイに由来するものであるが、ワルラス自身は企業者の設定を

自らの重要な貢献と考えていた。  

純粋経済学 応用経済学 社会経済学

交換の科学 生産の科学 分配の科学

科学 技術 道徳学

人格と物との関係 人格と人格との関係

交換価値 産業 所有権
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生産用役の市場と財の市場を同時に均衡させる価格が存在するかどうかを分析するのが一般均衡論である。ワルラス

の想定した市場では一般均衡が実現しているときに、生産用役の総額と財の総額が一致する価格が成立している。別

の言い方をすれば企業者の収入はゼロとなっている（利潤ゼロ）。もし利潤が存在すれば、生産量の増大や他の企業

者の参入によりやがては利潤がゼロになると考えていた。この想定は後にシュムペーターに継承され、経済学の動態

化がはかられていく。  

「もしある企業において生産物の売値が生産用役の費用より大であれば、これによって利益が生じ、
企業者がこの市場に流れ込むかまたはその生産を拡張して、生産物量を増大させ価格を低下させて
利益を減少させる。....生産の均衡状態においては企業者は利益を得なければ損失も出さない。企業
者は企業者として生計を立てるのではなく、自分の企業の中で地主、労働者または資本家として生計
を立てるのである。」（210頁）  

生産の理論： 煩雑になるので数式を列挙した説明は控えるが、収支均等式、極大満足式（生産物と
生産用役の限界効用が価格に比例することで極大化）、各商品の価格ごとの供給量と需要量の式。こ
れらの連立方程式の数と未知数とをワルラスは数えて解が存在することを証明した。なお、Ｎ種類の商
品の市場があるときにＮ－１種類の商品市場が均衡すれば、残り１個の市場も論理必然的に均衡する
ことをワルラスは導いた。これを「ワルラス法則」と呼ぶ。  

■模索過程 

連立方程式の体系でモデルを表現したワルラスは、未知数の数と方程式の数が一致したことをもって理論的な解決と

した（厳密にはこれだけでは経済学的に有意味な解が存在する証明にはならない）。この解法とは別に所与の価格か

ら出発して市場で均衡価格が実現するプロセスにもワルラスは着目した。これを「実際的解決」と呼んだ。「理論的に解

決を与えた問題が、実際的にも市場において自由競争のメカニズムによって解決を与えられる」（232頁）。ここではせり

人が価格を提示し、需要量が供給量を上回ればより高い価格を提示（逆ならば逆）することで均衡価格にいきつくとい

うものである。この均衡価格実現へのプロセスを「模索過程（タートヌマン）」と呼ぶ。ただし、生産が入ると均衡価格の

達成は困難であることをワルラスも認めている。  

「しかし、生産の模索は交換の模索にはない複雑さがある。交換においては商品の量に変化はない。
ある価格が提示され、この価格に対応する有効需要と有効供給とが等しくなければ、人々は他の価格
を提示し、これに対応して他の有効需要と有効供給が成立する。生産においては生産用役の生産物
への変形が起きる。諸用役の生産物への変形が起きる。これらの価格とこれらの量が一致しない時に
は、他の価格を提示しなければならないだけではなく、生産物の生産量も変更しなければならない。
〔生産者は模索の間、取引証書を提示することになる〕....しかしなお、第二の複雑さが生じる。交換の
場合には、ひとたび均衡が原理上成立すれば直ちに交換が行われる。しかし、生産ではある遅れを
生じる。われわれはこの遅れを単純に捨象することによって困難を解決しようと思う。」（232頁）  

要するに、ワルラスは均衡価格が成立するまでは取引は一切行なわれず、生産にともなう時間もないものとして扱おう
としている。生産用役を購入した企業者が同時に生産物を販売するという非現実的な想定をおかざるをえなかったの
である。ここに無時間的なワルラス経済学の特徴がよく表れている。 

ワルラスは市場的解法と呼んだが、今日の一般均衡論に即せば、理論的解法が均衡解の存在証明で、市場的解法

が均衡解の安定問題となり、いずれも理論的な問題として研究されている。ワルラスは提示された価格で超過需要が

あるときに、生産用役でも生産物でも価格を引き上げて提示しなおす、という作業を繰り返していけば、やがて全部の

市場が均衡にいたると単純に考えた。しかし、厳密な安定の証明は極めて高度な数学的な手法を用いて行う必要があ

り、20世紀に経済理論にとって最先端の課題となっていく。この分野では安井琢磨、森嶋通夫などの日本人が活躍し

た。現代では商品間で粗代替性（ある商品の価格が上昇すると他の商品の需要量が上昇する）が存在する時にはワ

ルラスの言うように安定性が成立することが証明されている。  

■自由競争とワルラス 

競争的市場の理論的分析に専念したワルラスは。自由競争の帰結を高く評価している。「自由は一定の制約のもとで

最大効用を獲得する。それゆえ、これを妨げる原因は最大効用に対する障害である。そしてこれらの原因がどのような

ものであろうとも、できる限りそれを除去することが必要である」(252頁)。しかし、それは自由放任を肯定するためでは

ない。ワルラスは私的効用と公的効用とを区別し、また独占的産業には自由競争の原理が当てはまらないこと、さらに

は純粋経済学では分配の問題が扱えないことまで視野に入れていた。  

「われわれの証明は....企業者が利益のある企業に集まり、損失のある企業から去るという可能性を仮
定している。それゆえ、自由競争の原理は自然必然的な独占の対象となる物の生産には当然に適用
されない。....われわれの自由競争についての証明は効用の問題を明らかにしているが、公正の問題
を全く考慮の外に置いている。それは用役のある配分から生産物のどのような配分が生ずるかというこ
とに限られており、用役の配分の問題には全く触れていないからである。」（253頁）  
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パレート 

ローザンヌ大学でワルラスの講座を継承したイタリア人のパレート（1848-1923）は、一般均衡論を精緻化させてゆく。パ

レートは効用の可測性を排除して序数的効用だけを前提とする現代的な理論を構築した（『経済学提要』1906）。これ

以外にもパレートとワルラスとの溝は大きい。ワルラスにとって純粋経済学はあくまで仮説から組み立てられた理論的な

モデルに他ならなかった。したがって、純粋経済学は現実そのもののあるべき姿を描写したものではない。ところがパ

レートは自由競争という現実への接近方法として純粋経済学を捉えていた。パレートは理想的な経済のあり方として自

由放任へといきつくことになる。パレートは終生、自由主義者の信念をいだき続けた。  

パレートの名前は「パレート最適」という概念で知られている。これは社会にとっての経済的効用の極大化として導かれ

たものであった。パレート最適とは「他の誰をも不利にすることなしに、ある人の満足を高めることができない状態」であ

る。自由な市場における理性的な人間ならば、自分が得する場合にのみ交換に応じ、不利になるならば交換に応じな

いと考えられる。したがって、パレート最適は競争的な市場での交換が帰結した状態と見ることができる（このことは数

学的にも証明されている）。この概念は厚生経済学において重要な役割を果たしていく。  

パレート最適と分配問題： パレート最適を実現するために自由な競争的な市場を実現することが望ま
しいとする主張もある。とはいえ、パレート最適は分配の問題を無視している。貧しい人の状態を一定
のままにしておいて、富める人を豊かにすることが出来るならば、パレート最適を実現するためには富
める者をますます富ませる必要がある。ヒックスはこのような難点を指摘した。もっともパレート自身は必
ずしも実際にパレート最適を実現すべきであると主張していたわけではない。  

補足 ： 完全分配 

限界概念による経済分析は、生産関数の概念を組み込むことで19世紀末に急速に進んでいく。労働や資本などの生

産要素と利潤最大化の関係が統一的な理論として展開された。生産物量 ｘ、土地 ａ、労働 ｎとして次のような生産関

数を考える。 

ｘ＝Ｆ（ｎ，ａ）  

ｎもａも可変的であるとする。生産物価格 ｐ、労働１単位の賃金率 ｗ、土地１単位の地代率 ｒとするならば、利潤 Πは、 
Π＝ｐＦ（ｎ，ａ）－ｗｎ－ｒａ    となる（売上額から費用を引いたもの）。 
利潤最大化のためには、利潤をｎとａで偏微分した導関数がゼロとなればよい。すなわち、 

 
企業が労働者を雇用する場合には、労働の限界生産力に生産物価格をかけたものと賃金率が等しくなるように労働

投入量を決定し、土地についても同様に土地投入量を決定することで利潤は最大化する。（生産関数を各生産要素

で偏微分したものを生産要素の「限界生産力」と呼ぶ。）  

このような定式化は、生産要素の価格と生産物価格の関係という新たな問題を引き起こした。すなわち「費用総計＝生

産物価格」は必然的に成り立つのか、という問題である。この等式が成り立っていれば、限界生産力に応じて支払われ

る生産要素の費用と生産物価格が一致することになり、分配問題が利潤最大化の問題として説明されることになる。こ

の問題は「完全分配 exhaustion」の問題と呼ばれる。事実上オイラーの定理を用いて、これを解明したのがイギリスの

経済学者ウィクスティード（1844-1927）であった。『分配法則の統合』(1894)において、生産関数が規模に関して収穫

不変ならば（数学的に表現すれば一次同次関数であるならば）、完全分配が成立することを示したのである。一次同

次関数の場合には以下のようになる。 

 
限界生産力によって分配を説明することで、マルクスの搾取論を批判することがウィークスティードのねらいの一つであ

った。つまり、利潤は労働者からの搾取によるのではなく、資本の限界生産力に応じて支払われたものであるという批

判である。しかし、ウィークスティードの完全分配の説明には欠点があった。もし、一次同次生産関数が常に成り立つと

するならば、企業はどのような生産規模を選択しようとも、つねに利潤 Πがゼロになってしまう。したがって、利潤最大
化という出発点が否定されてしまう。この問題を解決したのがスェーデンのヴィクセル（1851-1926）であった。ヴィクセル

は生産関数はつねに一次同次なのではなく、実際の生産量の近傍でのみ一次同次であるとした。原点に近いところで

は（つまり生産量が少ない場合には）、規模に対して収穫逓増であると考えた。こうして完全分配が成立しながら、同時
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にプラスの利潤が存在することが整合的に説明された。ヴィクセルの想定した生産関数は「Ｓ字形の生産関数」として、

今日にのミクロ経済学で標準的な生産関数となっている。  

 

 

マーシャルの時代 

マーシャル：1842-1924。ケンブリッジ大学を卒業し、また同校の経済学の教授となる。ジェヴォンズが
古典派との断続を強調したのに対して、マーシャルはむしろ連続性を重んじ、また歴史学派からも多く
のものを取り入れている。貧民街を訪れ、ヴィクトリア朝の繁栄の裏側にある貧困の実態を見たことが、
経済学の研究に従事するきっかけであったという。マーシャルはケンブリッジ大学においてピグーやケ
インズなど多くの有能な弟子を育てた。引用は全て『経済学原理』(長澤訳を参考にしたがかなり改訳
してある)、ページ付けは原書８版による（現行Macmillan版には巻末に８版のページ付け対象表が掲
載されている）。  

■大規模生産の時代 

イギリスは19世紀後半から長期的な物価の下落を経験していた。マーシャルはそこに「収穫逓増の法則」が作用してい

ると考えた。その要因として産業の集積が生み出す輸送費用の逓減などをあげている。こうした収穫逓増の想定は、リ

カードウ以来標準的と見なされてきた収穫逓減の法則を覆すものであった。今日のミクロ経済学の教科書に従えば、

収穫逓増を前提すると理論的には寡占や独占といった不完全競争に到ることになる。しかし、マーシャルは競争が存

続し続けると考えていた。経済史の観点から言えば、この時代のイギリスは、株式会社が普及し、自由競争の時代から

独占の時代へと移りかわりつつあったが、マーシャルは独占という現実を理論の中心に置くことはなかった。  

■「冷静な頭脳と温かい心」 

後発資本主義国であったドイツやアメリカに追いつかれつつあったとはいえ、広大な植民地を抱えていたイギリスは経

済的な覇権を握りつづけていた。しかし、繁栄の裏側には、スラム街に生活する貧しい労働者が数多くいた。貧困の解

決はマーシャルにとって重要な課題であった。マーシャルはケンブリッジ大学の教授就任演説の中で、経済学を志す

者は「冷静な頭脳と温かい心 cool head but warm heart」が必要であると主張した。今日の主流の経済学は、価値判断

を免れた「資源配分の科学」であると明言している。しかし、マーシャルにとって、貧困をいかに解決できるかという価値

判断を含む問題は経済学の中心におかれるべき課題であった。少なくとも、マーシャルにとっての経済学は資源の最

適配分などにとどまるべきものではなかった。繁栄するビクトリア朝の裏面から目をそらすことはなく、経済の担い手で

ある企業者や資本家たちに社会的責任を果たすべく「経済騎士道」を要求したのである。  

■進化論の影響 

1859年に刊行されたダーウィン『種の起源』は様々な思想領域に多大な影響を与えた。マーシャルも例外ではない。

「力学」をモデルにしてきた経済学は、さらに「生物学」をもモデルにしなければならないとマーシャルは主張した。「組

織（＝organization 有機体）」と「動態」がマーシャルのキーワードでもある。生物体に見られる、機能の分化と同時に、

機能ごとの緊密な相互関連にもとづく総合を社会組織の中にも見い出そうというのである。マーシャルは生産要素の

一つとして「組織」を組み入れることになる。「力学」モデルの到達点が「均衡」であるとするならば、「生物学」モデルの

到達点が生物同様に成長・発展を遂げる「動態」の解明にある。  

『経済学原理』の性格 

ジェボンズが「限界」概念という新しいアイディアを見出したのに対して、マーシャルはそれを用いて体系へと組み上げ

るのに尽力した。マーシャルが『経済学原理』を著したのは、ジェヴォンズらの限界革命からおよそ20年後の1890年で

あった。『経済学原理』は経済学の方法論から応用までを含んだ体系的な書物で、長い間、世界中で用いられる標準

的な教科書となった。そこで登場した多くの概念がそのまま今日まで使われており、今日のミクロ経済学教科書の原型

を含んでいる。しかし、すでに示唆してきたように、今日の標準的な理論からはみ出る多くの論点をも含んでいる。  

マーシャルにとって経済学の対象は、富にとどまらず人間までも含むものであった。また、対象とした人間も、新古典派

が想定したような自己の利益だけを追求する「経済人 homo economics」ではなく、より現実に近い倫理的な人間であ

る。  

「政治経済学または経済学は人生の日常の実務における人間の研究であり、人間の個人的、社会的
行為のうちで、福祉（wellbeing）の物的条件の獲得と利用にもっとも密接に結びついた部分を考察の
対象とする。それゆえ、経済学は一面においては富の研究であると同時に、他面においては人間研
究というより重要な側面を持っている。」 (p.1)  
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「倫理的な諸力（foreces）もまた経済学者の考慮すべき諸力の一部である。これまで『経済人』という名
称の下に、いかなる倫理的な力の影響をも受けることなく、細心に、精力的に、しかし機械的、利己的
に金銭的な利益を追求する人間の行為に関して、抽象的な科学を構想する試みが行われたことがあ
るのは事実である。しかしそのような試みは成功したことがなく、また徹底的に遂行されたこともなかっ
た。なぜならそうした試みも、人間を完全に利己的な存在として扱わなかったからである。人間は自ら
の家族のために生活の糧を準備するという非利己的な願望に動かされている場合ほど、苦役と犠牲
によりよく耐えうる事態は存在しないし、人間の正常な動機の中には家族に対する愛情が含まれてい
ることが暗黙の前提になっていたからである。...それゆえ本書ではある産業集団に属する人がある状
態に置かれた場合に期待される行為を正常な行為と考え、そこから生ずる行為が規則的である動機
については、単にそれが利他的であるという理由で、その影響を排除する試みを一切していない。」
(p.v)  

このように『原理』は出発点からして、その後の新古典派とは異なっている。『原理』の特徴は篇別構成の中にもよく表
れている。 

■『経済学原理』の篇別構成の内容 

第１篇 方法論 

第２篇 基本概念 

第３篇 需要論 

第４篇 生産論 

第５篇 部分均衡論 

第６篇 国民所得分配論 

第２から５篇までは道具立ての相違はあるものの、その多くは今日の標準的なミクロ経済学の教科書が対象としている

ものと重なっている（均衡の持つ意味は大きな相違がある）。これ対して『原理』第６篇「分配論」ではマーシャル独自の

議論が展開されている。  

第６篇の第一特徴は対象設定の仕方である。第５篇までは生産や消費、交換の一般的な状態は不変と想定されてお

り、マーシャル自身が「仮説的休眠状態」と呼んでいた。ところが、第６編では「生物学的類推」の比重が高まり、より一

層、現実的な市場に近づいている。第二の特徴は「国民所得」への着目である。マーシャルの考える「国民所得」は消

費財の形態にある商品の総額であり、今日の国民所得の把握の仕方とほぼ同じと言えよう。しかし、ケインズが雇用の

観点から国民所得の大きさを問題にするまで、新古典派経済学の中で「国民所得」は軽視されていく。したがって、マ

クロ経済学への橋渡しの位置にマーシャルがいたということも可能である。しかし、国民所得の分配へのマーシャルの

関心は主に古典派経済学の問題関心を継承するものと見たほうがよい。第６篇の最終章には「進歩と生活水準の上

昇」というタイトルが付されており、労働者の生活水準の上昇を伴う、経済成長の可能性が探られている。こうした発想

がスミスやリカードウにもあったことはあらためて述べるまでもないだろう。  

均衡理論 

■需要分析 

マーシャルは、まず商品と効用との関係を問題にし、次に効用を貨幣で表現するというステップをふむ。前者について

は、個々の商品に対する人間の欲求には限界があるために、商品の保有量が増大するにつれて効用は逓減してい

く。ここまではジェヴォンズと同様である。効用の大きさは、その商品を購入するのに支払おうとする貨幣で表現できる

とマーシャルは考える。ここでは貨幣については限界効用が不変であることが前提されている。「貨幣すなわち一般購

買力の限界効用の変化に対して全く考慮を払っていない....。同一の時点においてはある人の物的な資力は不変で

あるために、彼にとって貨幣の限界効用は一定の大きさである」(p.95)とマーシャルは言う。こうして右下がりの需要曲

線が導出される。  

ミクロ経済学の教科書をひもとけば分かるように、需要曲線は右下がりとは限らない。マーシャルもギッ
フェン財の存在を知っていた。しかし、それを分析する意図はなかった。『経済学原理』の中では右下
がりの需要曲線は、分析の対象ではなく、議論の出発点であったと言ってもよいかもしれない。しか
し、そうなると貨幣の限界効用を一定と仮定して、効用と需要曲線とを結びつける議論は不必要であ
ったということになるであろう。だが、マーシャルは価格の分析だけで満足していたわけではない。その
先に、人間の活動や嗜好の変化といった問題、あるいは厚生経済学へと連なる問題意識があった。だ
から次のように述べている。「われわれの研究の当面の段階で可能な需要の議論は、ほとんど純粋に
形式的な種類の入門的な分析に限定されざるを得ない。消費のより高度な研究は経済分析の本体の
後に来るべきであって、その先に来るべきではない。その出発点は経済学の固有の領域内に存在す
るけれども、その結末はその領域内に見出すことはできない。」(p.90)  

需要については、「需要の弾力性」や「消費者余剰」などを詳しく検討している。  
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■部分均衡 

マーシャルは需要曲線と供給曲線との交点として均衡価格を考えようとする。したがって、ジェヴォンズのような２商品

の交換という想定は、マーシャルの目にはきわめて不十分なものに映ったにちがいない。需要と供給については有名

な鋏の比喩を用いて、両者が価値を決めることを強調した。  

「価値が生産費によって支配されるか効用によって支配されるかを問うことは、紙を切るのが鋏の上刃
であるか下刃であるのかを問うのと同じ程度の合理性しか持たないといってよいかもしれない。不注意
な簡略法としてならば、一方の刃を固定しておいて、他方の刃だけを動かして紙を切った時には、紙
を切ったのは動かした方の刃であると言ってよいかもしれない。しかし、そのような言い方は厳密には
正しくない。....一般原則としては、とりあげる期間が短ければ、価値に対する需要側の影響をそれだ
け重視しなくてはならないし、期間が長ければ、生産費の影響をそれだけ重く考えなくてはならない、
と結論してさしつかえないようである。」 (p.348)  

マーシャルは市場での需要と供給との均衡を扱うのに、「部分均衡論」と後に呼ばれる手法を用いた。それは「他の事

情が等しければ (ceteris paribus)」という条件をつけて、対象を単純化して分析するやり方である。ある商品の需要と供

給は他の多くの市場から影響を受けるし、逆に他の市場に影響を与えることで相互作用のうちにある。そこで、この相

互作用をとりあえず遮断したものとして、需要あるいは供給の変化を問題にするやり方が部分均衡分析である。こうした

手法は、ワルラスが体系化した、全ての変数の同時的な均衡を扱う一般均衡論と比較すれば、より現実に近い均衡の

プロセスを扱うものといえよう。現代経済学の大御所サミュエルソンは一般均衡論こそ経済学の完成形態であると考え

ていた。そのために、マーシャルの経済学を考慮に値しない不完全な経済学であると低く評価した。しかし、ワルラス

経済学を知っていたマーシャルは、あえて一般均衡論の方向には進まなかったのである。  

均衡の安定性については、今日のミクロ経済学の教科書に「マーシャル的調整」として登場するもの（需給のグラフに

垂直線を引いて超過利潤（損失）を解消させるように供給量が変化する）と全く同様に、グラフを用いて説明している。

しかし、その主眼は均衡の安定性というよりもむしろ、現実には均衡量と均衡価格がたえず変動することにあった。言

い方をかえれば、無時間的に安定へと向かう力学的な均衡ではなく、時間の中で生物学的に成長する経済に関心が

あったということになる（下記の引用において、前段は現代のミクロ経済学における均衡のイメージである。しかし、マー

シャルが言いたいのは、むしろ後段の部分にある）。  

「需要と供給が安定均衡状態にある時には、何らかの偶発時によって生産の規模が均衡状態から乖
離するとしても、均衡状態に戻す傾向を持つ力がただちに作用するであろう。紐に吊り下げられた石
が均衡の常態から移動させられた時には、引力が均衡の位置にただちに戻す傾向があるのと同じで
あろう。....しかしそのような振動は、現実の生活においては、紐に自由に吊り下げられた石のように、
規則的であることはほとんどない。....なぜならば、需要表と供給表は実際には長時間にわたって不変
のままにとどまることはなく、絶えず変化しつつあり、それらの変化につれて均衡量と均衡価格が変化
し、振動の中心となるべき点が新しい位置に変わるからである。」(p.346)  

■均衡の区分 

マーシャルは時間を、一時的、短期、長期、超長期の４種類に区分している(p.379)。こうした区分は、部分均衡分析の

手法と密接に関連している。なぜならば、ここでの時間は供給側の需要への調整の仕方による理論的区分であり、変

化の要因をどこまで認めるかによる区分となっているからである。言い方をかえれば、どの条件を不変と想定するか。こ

れが時間区分の規準となっているのである。  

(1)一時的：一日で全てを売り切る市場での均衡。垂直の供給曲線と需要曲線との交点が均衡価格となる。このときは

生産費は価格に影響を与えない。現在では「超短期」とも呼ばれる。供給量に対する需要曲線だけが価格を決定する

ことになる。  

(2)短期：供給の調整においては、機

械や土地などが生産量に応じて変化

しないものとして、原材料や労働時間

の調整によって生産量を変化させる

場合である。このとき収穫逓減が作用

するために、供給曲線は右上がりとな

る。この均衡は今日のミクロ経済学の

議論と同じである。短期の調整の仕方

にマーシャルが想定する市場の特徴

がよく表れている。この市場には価格

を提示してくれる「せり人」がいない。

だから、一時的均衡として決定される
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価格を見て生産者が生産量を増減させるというプロセスを通じて調整が行われる。これに対して、せり人を想定するワ

ルラスの市場では、せり人が提示したある価格に対して需要量と供給量が示される。そして需給量が一致するようにせ

り人が新たな価格を提示することで調整が行われていく。  

(3)長期：今日のミクロ経済学では固定設備（機械などの資本設備）を変化させる時間区分として「長期」を考える（よっ

て固定費用は存在しなくなる）。しかし、マーシャルの言う「長期」は資本設備だけではなく、知識の獲得や組織の変

化、さらに外部経済の変化をもともなう時間区分である。こうした想定は収穫逓増を一般的と考えるマーシャル特有の

経済観と密接につながっている。長期において、収穫逓減や収穫一定の産業も存在するが、時間が長い場合には収

穫逓増となるのが一般的な産業であるとマーシャルは考えていた。  

長期において収穫逓増となる主要な理由をマーシャルは「内部経済」と「外部経済」が作用することに求めた。内部経

済とは個々の企業の経営効率によって決まる経済性のことである。企業の規模が大きくなるにつれて、適正な分業が

実現することで効率が高まる。これが内部経済である。これに対して、外部経済とは、その産業全体の発展によって生

ずる経済性のことである。例えば、ある産業が特定地域に集中して立地することで、その産業に必要な熟練労働者の

形成を容易にしたり、交通手段が発展したりする。このように、個々の企業では実現できないが、ある産業の全体によ

って可能となる生産費の引き下げが外部経済である。マーシャルが重視したのは外部経済の方であった。しかし、外

部経済の作用は１企業だけで生み出せるわけではない、そこで長期を分析するために「代表的企業 (representative 

firm)」を想定することになる。代表的企業とは長期的に成功を収めた企業で、外部経済と内部経済とをともに活用でき

る企業のことである。  

注意：今日の用語とマーシャルの用語とは意味が若干異なる。今日の「外部経済」は対価なしで獲得
できる利益を意味するが、マーシャルの場合は産業全体で生み出せる「経済（＝節約）」の意味であ
る。また、今日の「代表的企業」は長期均衡における利潤ゼロの企業という意味で用いるが、マーシャ
ルの場合には必ずしもそうではない。  

「生産全体の規模の増大は、個別企業の規模に直接依存することのない経済を当然増大させる。そ
のうちで最も重要なのは、おそらく同一地方に集中することによって、もしくは蒸気機関による輸送、電
信と印刷機によって提供される現代の通信の便宜を利用することによって、相互に助け合う産業の関
連分野の成長から生ずるものである。....商品を生産する正常な費用を生産の一定の総量に応じて注
意深く分析しなければならない。この目的のためには、その総量に対応する代表的生産者の費用を
研究しなければならないであろう。....代表的企業はかなり長い生命を持ち、かなりの成功を収め、正
常な才能をもって運営され、生産される財の種類とそれらを販売する条件と一般的な環境を考慮した
うえで、生産の当該の合計量に属する外部ならびに内部経済を正常に達成できる企業でなければな
らない。」(p.317)  

「このような費用[限界費用]が需要の増大の結果として直ちに下落するとは予想しない。逆に、産出量
の増大につれて短期の供給価格は増大するものと予想する。しかし、われわれはまた、需要の漸進的
な増大があるときには、上述のような代表的企業の規模と効率が徐々に増大することを予想し、それが
支配できる内部および外部の双方の経済が増大することを予想する。これらの産業において、長期に
関して供給価格表を作成するときには、われわれは財の産出量の増大に対して減少する供給価格を
書き込む...。」(p.460)  

今日の標準的なミクロ経済学では、収穫逓増のケースは独占の中で扱われるケースとして説明される。しかし、マーシ
ャルは競争的市場の中でも、長期では収穫逓増が一般的であると考えていた。 

補足： 『原理』の世界では独占は例外的に考察されるにすぎない。しかし、収穫逓増が作用している
場合には、所与の価格のもとで企業は生産量をどこまでも増大させようとするはずであるから、論理的
には独占が生まれることになる。ここに理論的な矛盾があるとしてマーシャルの没後、「ケンブリッジ費
用論争」が闘わされた。その結果、マーシャルの弟子たちは独占や寡占理論を発展させていくことに
なった。マーシャルもこの問題の存在には気づいていた。しかし、現実には独占は決して一般的では
なく、収穫逓増と競争的市場が並存している状態が一般的であると考えていた。それを説明できる理
論をマーシャルは探求していたと考えられる。  

(4)超長期：知識や人口の発展や、需要と供給との世代から世代への変化を生み出す期間である。しかし、超長期につ

いては分配の歴史的変化を伴う時間区分として語られてはいるものの、市場均衡そのものについての説明はない。  

有機的成長論 

マーシャルの経済学は、一方では部分均衡論として今日の主流の経済学へと継承されていった。しかし、他方では、

その枠からはみ出る側面も数多く持っていた。マーシャルにとって均衡へ向かう経済の分析は、経済学の出発点にす

ぎなかった。経済社会はシステム全体が自律的に、生物の進化のように発展すると見ていた。これを彼は有機的成長

（organic growth）と呼んだ。それゆえ、古典力学ではなく、「経済生物学」こそが経済学者の求めるべきものと述べてい

る。  
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「〔最初は経済学者（マルサス）から生物学者（ダーウィン）が恩恵を受けたが〕...今度は経済学者の方
が、一方においては社会組織とくに産業組織と、他方においては高級な動物の身体の組織の間に発
見された、多数の深い類似性によって、多くの恩恵を受けるようになっている。...その統一性とは社会
的有機体であると自然的有機体であるとを問わず、その発展においては、一方において個々の部分
の間における機能の分割の増大と、他方においては個々の部分の間の緊密な結合が進行するとい
う、一般原則にほかならない。」(p.241)  

こうした発想は、例えば「産業組織」の重視にも見出すことができる。通常、生産要素は労働、土地、資本の３種類に分
類される。しかし、マーシャルはそれに「組織 organization」を加えている。この組織のレベルは様々であり、一企業とい
う組織、同一業種の企業群という組織、多様な業種間の組織、国家という組織がある(p.115)。 

労働、土地、資本はそれぞれ国民所得の分配分として、賃金、地代、利潤（利子）を受け取る。それでは、生産要素で

ある組織はいかなる分配を受け取るのであろうか。マーシャルは企業組織の分配分を「合成準地代 (複合的な準地

代) composite quasi-rent」と呼ぶ。(p.626) この合成準地代が誰の所得になるのかを決定するのは、企業と被雇用者と

の間にある事実上の損益分配制であるとする。すなわち、「雇主と被雇用者の間に分配する確定的な分け前を決定す

るものは、交渉を除いてはありえない」(p.628)のである。このように、マーシャルは労働の需給によって決定される賃金

という議論だけではなく、こうして交渉による切り上げの余地を合成準地代として説明したのである。  

この議論は労働者の状態改善への展望と結びついている。そこで重要となるのが、「生活水準」という概念である。  

「生活水準の上昇という言葉は、ここでは欲望に対して調整される活動の水準を意味するものとする。
したがって、生活水準の上昇には知性と精力と自尊心の増大をも含意している。生活水準の上昇は、
支出における注意力と判断力の向上をもたらし、食欲を満たすだけで、体力を強化することに役立つ
ことのない飲食や、肉体的、道徳的に不健康な生活様式を避けるように導く。」（p.689）  

生活水準の向上は、物的な消費の増大と密接に関連しているとはいえ、それと同一のものではない。労働の質を高め
ることで、生産性を高め、実質賃金の上昇を生み出すのが生活水準の上昇なのである。さらに言えば、物的な生活水
準だけではなく、余暇の増大をもマーシャルにとっては生活水準を決定する重要な要因であった。 

「家計の持っている所得と機会を正しく利用する力は、それ自身が最高級の富であり、また全ての階
級において稀な富であるという事実に、経済学者は直面せざるをえない。生活を高貴にすることにも、
真により幸福にすることにもほとんど、あるいは全く役に立たない仕方で消費されている支出は、おそ
らくは労働者階級の場合でさえ年１億ポンドにのぼり、その他のイングランドの人口は４億ポンドをその
ように支出しているであろう。労働時間の短縮は多くの場合に国民分配分を減少させ、賃金を低下さ
せることは事実であるとしても、最も価値の低い消費をとりやめることによって、所得の損失が補われる
ならば、また、余暇をよりよく利用することを学ぶことができるならば、大部分の人々にとって労働時間
の短縮はおそらく良いこととなろう。」（p.720）  

マーシャルは当時のイギリスの経済体制をどのように評価していたのであろうか。「国民分配分の現在の分配は確かに
不良であるが、一般に考えられているほど不良ではないことも考慮しなければならない。」（p.713）このように肯定的に
評価しいたのである。マーシャルが展望していたのは、労働者階級全体の生活水準の上昇とそれにともなう生産の増
大ならびに実質賃金の増大の好循環である。社会は漸進的に変化していくと考えているマーシャルは、労働組合の役
割を肯定的に見ていたが、社会主義者の主張する産業の国有化を否定したのである。 

「この分配論の研究は主に次のようなことを示唆している。すでに作用しつつある社会的ならびに経済
的諸力は、富の分配を望ましい方向に変えつつあること。そのような諸力は持続的であり、その力は増
大しつつあること。またそれらの影響の大半は累積的であること。社会経済的な有機体は見かけ以上
に、微妙かつ複雑であること。大規模な誤った構想に導かれた変化は重大な災厄をもたらすかもしれ
ないこと。とりわけ、政府が生産のあらゆる手段を収用し、所有することは、比較的責任感の強い集産
主義者が提案しているように、漸進的に実行に移す場合にも、一見して考えられる以上に、社会的繁
栄の根本を深く切断するかもしれないこと。」(p.712)  

補足： 有機的成長についてマーシャルがまとまった説明をしているわけではない。そのためにいくつ
かの解釈があるが、ここではライズマンらの解釈に従っておく。  

マーシャルとピグー 

総論で見たように、市場を力学的な均衡の場として眺め、かつ市場が社会の望ましい状態を達成できる制度と考える

立場が「典型的な新古典派経済学」であるとするならば、ケンブリッジ学派のメンバーの多くは、「典型的な新古典派経

済学」からははみ出してしまう。経済を有機体のように把握し、望ましい分配を達成するために組合などによる社会学

的な勢力を肯定したマーシャルからして「典型的な新古典派」とは言い難い。ピグーもまた、「典型的な新古典派」から

はみ出てしまう。  

ピグー：1877-1959。軍人の長男として生まれ、ケンブリッジ大学で歴史を学ぶ。後に、マーシャルに薦
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められて経済学の研究を開始する。1908年ケンブリッジでマーシャルの講座を引き継ぐ。ピグーもケイ
ンズもマーシャルの兄弟弟子ということになる。後にケインズは大恐慌期に失業の存在を説明できなか
った従来の経済学を厳しく批判するようになるが、その主要な対象はピグーであった。主著『厚生経済
学』1920（引用は気賀健三他訳、頁付けは原書第4版による）。他に、『失業の理論』1933、『社会主義
対資本主義』1936。  

ケンブリッジ学派の一員であるピグーはマーシャルに経済学を学び、1908年に30歳の若さでマーシャルからケンブリッ

ジ大学の教授職を受け継ぐ。ピグーはマーシャル経済学の後継者を自認していた。事実、ピグーの経済学の多くはマ

ーシャルに由来するものである。マーシャルもピグーも貧困問題の解決に大きな関心を持っていた。マーシャルは長

期的な観点から国民所得が増大することで貧困問題の解決が可能であると考えていた。しかし、ピグーは貧困問題は

短期的にも解決をはからなければならない問題であると考えた。ピグーが教授職についてまもなく、第一次世界大戦

が勃発しイギリス経済は疲弊する。さらに1929年には世界恐慌に巻き込まれていく。こうしたイギリス経済の停滞という

状況の中で、1900年に結成された労働党は勢力を増大させ、社会主義的運動も強まっていた。経済学は実践的な政

策を提示することが優先されるようになる。マーシャルが積極的な政策提言を控えていたのに対して、ピグーの経済学

は政策提言を主要な特徴としていた。マーシャルが経済理論の発展に尽力したのに対して、ピグーの関心は理論を

現実に応用することに置かれていたと整理することも可能であろう。ピグーは学問のための学問ではなく、社会の改善

を経済学の目標とした実用的な知識を追求しようとしたのである。  

「経済学者がやり遂げようとしている複雑な分析は単なる鍛練ではない。それは人間生活の改良の道
具である。われわれを取りまく悲惨とけがれ、数百万のヨーロッパの家庭において消えようとする希望
の炎、一部富裕家族の有害な贅沢、多数の家族をおおう恐るべき不安、これらのものはあまりにも有
害で無視するわけにはいかない。われわれの学問が追求する知識によってこれを制御することは可能
である。」(初版序文)  

「人間の社会的行動の科学的研究が必ずしも直接または直ちにではないにしても、いつか何等かの
方法で社会的改善の実際上の成績をあげるであろうという希望をもって研究されるのでないならば、そ
の研究のために捧げられた時間は浪費されたとみなすべきであろう。....われわれの衝動は知識のた
めの知識を求める哲学者の衝動ではなく、むしろ知識の助けをもって得られる治療のために知識を求
める生理学者の衝動である。」(p.4)  

それではピグーが追求しようとした政策とはどのようなものだったのであろうか。人々の幸福（welfare＝厚生）を高めるの

に必要な政策、これがピグーの追求したテーマであった。こうした姿勢がマーシャルを継承するものであることは説明

を要しないであろう。ピグーの主著『厚生経済学 Welfare Economics』(1920)のタイトルはそのまま、「厚生経済学」という

経済学の一分野の名前になっていく。  

ジェヴォンズの経済学が功利主義の影響を受けていたことはすでに見たとおりである。ジェヴォンズは功利から価値論

（限界効用論）を導出した。厳密に言うならば、功利主義を体系化したベンサムが快楽(pleasure)の増大を功利（＝厚

生）の増大と同一視したのに対して、ピグーは心的な「満足」の大きさを厚生と同一視しているという相違はある。しか

し、ピグーも人々の心的な状態（主観的状態）に着目する点で功利主義の系譜に位置づけることができる。  

功利主義の系譜 ： ベンサム（1748-1832） → J.S.ミル（1806-1873） → ジェヴォンズ（1835-1882） → ピグー
（1877-1959） 

効用の個人間比較 

ピグーは所得の再配分の議論を大胆に展開した。その際、効用の大きさが個人間で比較できることが前提とされてい

た。仮に金持ちＡ君と貧乏Ｂ君の所得に対する効用関数が同一であったとしよう。このとき限界効用逓減法則が成り立

っているならば、所得の大きなＡ君からＢ君に所得と移転することで、Ａ君が失う効用よりも、Ｂ君の増大した効用の方

が大きいということになる。つまり社会全体での効用は高まることになる。こうして所得の再配分政策が肯定されることに

なる。この議論ではＡ君とＢ君の効用の大きさを比較できるという「効用の個人間比較可能」という想定がとられている。

後にロビンズらは、この効用の個人間比較を否定していく（この点については後述）。ピグーも厳密な観点に立てば、こ

うした批判が成立することを認めている。しかし、集団の代表的な人間を想定することで、実用上の問題にはならないと

いう反論を行っている。  

「相異なる個人の満足を比較することができないとすれば、この学問の主題の大きな部分が基礎にお
いて崩される。...これを否定することは厚生経済学を破滅させるばかりではなく、実践的思想の全装
置を滅ぼすことである。類推、観察、および交際の基礎の上に立って、個人間の比較は適当に行うこ
とができると私は思う。...一定量の物質は、誰かあるひとりと別の誰かとの間では無理としても、集団の
中の代表的な人々の間では、例えば、バーミンガムの市民とリーズの市民との間では同様の量の満足
をもたらすと想定することができる。厚生経済学という部門を成り立たせるのに必要なのは以上のこと
だけである。」（p.850）  
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ピグーの３命題 

『厚生経済学』は６部構成となっている。第１部は「ピグーの３命題」として知られている命題が検討される。３命題をピグ

ー自身の言葉で提示しておく（第３命題は第二版から削除されて、別の著作『産業変動論』に移された）。  

「第1部において、多くの限定の下においてではあるが、 (1)国民分配分の平均量が大きいほど、 (2)
貧者に帰属する国民分配分の平均取得分が大きいほど、 (3)国民分配分の年々の量と貧者に帰属す
る取得分の変動が小さいほど、社会の経済的厚生はおそらくますます大きくなるであろうことを論じ
る。」(初版序文)  

第１命題について説明は不要だろう。ただし、国民分配分（＝国民所得）を経済的厚生の代理として扱っていることに

は注意する必要がある。なぜならば、国民所得はモノやサービスの付加価値総額であって、必ずしも消費者の主観的

な効用とは一致しないはずだからである。たとえば、同一の財を消費していても、消費者の嗜好が変化してしまえば経

済的厚生も変化するはずである。したがって、この命題には嗜好の変化のような長期にわたる問題は排除されていると

いえよう。第２命題が所得の再分配を根拠づけた有名な命題である。これは限界効用逓減の法則から導出されてい

る。ピグーの言葉で確認しておこう。  

「比較的に豊かな人から比較的に貧しい人へ所得を移転するとすれば、それは相対的に強くない〔富
者の〕欲望を犠牲にして、いっそう強烈な〔貧者の〕欲望を充足させることができるから、欲望充足の総
計を増大させるに違いないことは明らかである。かくして古い限界効用逓減の法則から確実に次の命
題が導かれる。すなわち、貧者の手中にある実質所得の絶対的分配分を増加させるいかなる原因も、
もしそれが国民分配分〔全体〕の規模を縮小させないのであれば、一般に経済的厚生を増大させるで
あろう、という命題がそれである。」(p.89)  

所得移転により厚生の総和が大きくなるならば、それが望ましいというのがピグーの結論である。ところで、このような国

民所得の再配分という主張に対して、結局のところ貧者の所得増加は不可能であるという批判があった。すなわち、第

２命題の帰結は第１命題に抵触するという批判である。彼らは富者に課税することで、課税前よりも雇用を削減させてし

まい、貧者の所得は増大できないというのである。ピグーはこの批判に対して、「富者から集められた2000万ポンド

が、...貧者に移転され、そして彼らが支出する2000万ポンドが、富者による支出に劣らぬほど雇用を生み出す傾向が

あるということを無視している」（p.706）と反論している。とはいえ、この説明は十分なものとはいえない。後のケインズは

階級間での消費性向の相違から、所得の再配分による雇用増加を説明したが、ピグーにはそのような理論が明確に

はないからである。  

さて、ピグーは単なる機械的な厚生の総和の増大だけをねらって、所得移転を擁護していたのではない。言い方をか

えれば、物量的な豊かさだけを目指したのではない。むしろ、下層階級の欲望の性質を向上させることこそがピグーの

関心であった。ここにはマーシャルと同様の労働者階級への期待がある。  

「一定の生活水準に慣れている人の所得が突然に増加したならば、彼は新たに得た部分の所得を
様々な刺激的な快楽に蕩尽しがちであって、その直接的および間接的効果を計算に入れるならば、
満足の喪失の方が大きくなることさえあるからである。しかし、この議論に対しては十分な反論があ
る。....所得が突然にそして急激に増加すれば、通例、それに伴って多くの愚かな支出が行われ、そ
の支出が経済的厚生をほとんどあるいは全く増加させないことはある。しかし、ある期間にわたって高
額の所得が持続すれば、このような局面は過ぎ去るであろう。そして、所得が徐々に増加していく場合
には、愚行の期間が全く生じないで済む。」（p.91）  

労働者階級に所得を移転すべきという主張は、彼らの欲望の変化を期待したものであった。現代的な言い方をすれ

ば、効用関数の変化ということになる。ピグーは無料図書館や劇場への補助金給付を望ましいものと見ている。それは

質の高い嗜好を生み出すことで、質の低い嗜好がなくなると考えていたからである。「一つのものに対する嗜好の増大

は、一般に同一あるいは類似の目的をみたす他のものに対する嗜好の減退をもたらす」（p.83）。例えば、居酒屋での

飲酒の習慣が、劇場での観劇の習慣へと変化すること。こうした質的変化を期待していたのである。  

ピグー税 

所得の再分配以外にも、社会的厚生を増大させることを目的とした多くの提案をピグーは行っている。それらの多く

は、今日では「市場の失敗」と呼ばれる事態への対処としての政策提言である。市場メカニズムが十分に機能すれば

資源の最適配分が実現されると新古典派は考えていた。ところが、市場メカニズムによっては資源配分を最適化でき

ない場合がある。これが「市場の失敗」である。いくつかのケースがあるが代表的なものは、(1)ある種の財貨について

価格付けがおこなわれない「外部経済」が発生するケース（この中には公共財も含まれる）、(2)収穫逓増が生じている

ケースである。  
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■外部性 

マーシャルが詳しく分析した「外部経済」について、ピグーは「社会的限界純生産物と私的限界純生産物との乖離」と

いう視角から考察した。この乖離を一致させるために、課税や補助金を用いるべきだというのがピグーの考え方であ

る。  

「私がそれぞれ社会的および私的と名づけた限界純生産物を正確に区別しなければならない。社会
的限界純生産物とは、ある一定の用途または場所における資源の限界的増加によって生み出される
物理的な物または客観的な用役の純生産物の全体であって、この生産物のある部分が誰に帰属して
もかまわない。例えば、...鉄道の機関車からの火の粉で周囲の森が補償されない損害をこうむること
があるように、直接関係のない人々に費用がかかることがある。このような影響の中には正の要素も負
の要素も含まれるが、...振り向けられた資源の限界増加分の社会的純生産物を計算するに当たって
は、それらの影響も計算に含まれなければならない。」（p.134）  

例えば、ある費用を投じて鉄道会社が列車を増発させたしよう。もし、森林被害を弁償する必要がなければ、鉄道会社

が考慮しなければならないのは、費用と鉄道収入の増加との差だけである。しかし、社会的に見るならば、森林被害と

いうマイナスが生まれている。つまり社会的に見た場合には、鉄道会社が計上している鉄道収入からこのマイナス分を

引かなければならない。これが「私的限界純生産物」と「社会的限界純生産物」である。ピグーも示唆しているように、

「社会的限界費用」と「私的限界費用」と呼ぶ方が、現代的な言い回しということになろう。  

公害のような場合には外部経済はマイナスであるが、プラスの場合もある。その実例として発明や改良をあげている。  

「全ての中で最も重要なのが、科学的研究の基本問題に同様に資源が投じられ、そこから予想しない
方面で高度に実用的な効用をもった発見がしばしば生まれる場合と、工業生産における発明と改良
の完成に資源が投じられる場合である。後者は特許にしたり秘密にできない性質をしばしば持ってい
る。それゆえに、その発明者へもたらされる特別の報酬はすべて、価格引下げの形式をとって本人か
ら一般大衆へと急速に移っていく。特許法は、実際においては、私的限界純生産物と社会的限界純
純生産物とを一層密接に一致させることを目指している。」（p.185）  

今日では、外部効果にもとづく経済・不経済を是正するための課税や補助金を「ピグー税 Pigovian tax」と総称するこ

ともある。これは外部経済を内部化する政策であり、今日の環境経済学の出発点となった考え方である。ピグー税の原

理をグラフで説明する。ある産業で製品を作る際に有毒ガスが発生してしまうとする。製品１単位あたりに発生するガス

の除去費用を ｔ だとしよう。このとき製品１単位に付き ｔ の従量税をかけて、その税収で公害を除去するのが社会的に

望ましい。これがピグー税の考え方である。課税分だけ供給曲線は上にシフトして、均衡点はＥ0からＥ1へと移動する。

そうすると生産量が減少するからガスの発生量が減少する。つまり除去費用Ｃ2が不要となる。均衡点がＥ0からＥ1へシ

フトすることで、生産者余剰と消費者余剰の低下というデメリットが生まれる。しかし、余剰の減少よりも、除去費用の減

少の方が大きいのである。余剰の低下はグレーの三角形部分であるが、これがＣ2よりも少ないことはグラフより明らか

であろう。Ｅ1で発生したガスの除去費用Ｃ1は、税収Ｔによってまかなわれることになる。  

  

新厚生経済学 
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ロンドン学派（ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスにいたために付けられた呼称）のメンバーである、ロビンズ(1898-

1984)、ヒックス(1896-1985)、カルドア(1908-1986)らは効用の個人間比較は不可能であるとして、ピグーの厚生経済学

を批判した。効用が測定不可能であるという彼らの主張の背景には、諸個人は全く異質な存在であるという人間観が

横たわっている。ロビンズは次のようにピグーを批判している。  

「Ａの満足とＢの満足を検査する手段は全くない。....内省によって、 ＡはＢの心の中に起こっているこ
とを測定できないし、ＢはＡの心の中 に起こっていることを測定できない。異なった人の満足を比較す
る方法 はないのである。....限界効用逓減の法則の拡張〔ピグーの第２命題 〕は非論理的なものであ
る。したがって、それにもとづいた議論は科学的根拠に欠ける。....それは倫理的な仮定としては興味
深いが、純粋理論の実証的な仮定からは全然出て来ないものである。それは単に、イギリス経済学と
功利主義とが歴史的に連合した結果の偶然の沈殿物にすぎない。」(ロビンズ『経済学の本質と意義』
第6章､1932)  

彼らは効用の個人間比較を前提としない厚生経済学の再構築を図っていく。彼らは「カルドア規準」、「ヒックス規準」な
どの理論を開発していく。こうした動きを「新厚生経済学」と呼び、ピグーの厚生経済学を「旧厚生経済学」と呼ぶことで
区別することがある。またロンドン学派以外でもローザンヌ学派のパレート（1848-1923）たちが効用の比較を批判して
いく。今日のミクロ経済学の教科書を開けば分かるように、無差別曲線の導入によって、効用の個人間比較どころか１
個人の効用でさえも「基数的効用」は認められないとする方向へと新古典派経済学は展開していった。 

さて、新厚生経済学からのピグー批判は理論的に見れば、きわめて正当なものである。しかし、ピグーが主張するよう

に、ある政策を正当化するために、効用のごく大雑把な個人間比較を行うことは依然として有効であるように思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケインズ派の経済学 

ケインズの時代 

ケインズが主著『一般理論』を公刊するまでは、新古典派が欧米経済学の中心であった。ケインズ自身、新古典派の

大成者マーシャルのもとで経済学を学んでいた。ケインズが新古典派から離脱する決定的なきっかけとなったのは、 

1929年にはじまった世界大恐慌であった。  

ケインズ：1883-1946。ケンブリッジ大学で主に数学を学んだ。 1911年『エコノミック・ジャーナル』の編
集者となり、 1915年に大蔵省に勤務する。第一次大戦のヴェルサイユ条約の講和会議にイギリス大
蔵省代表として出席するが、ドイツへの賠償請求には反対であった。 22年講和条約を批判する『平和
の経済的帰結』を公刊した後、次第に金融・通貨問題に関心を持つようになり、30年に『貨幣論』を公
刊する。 1929年にはじまった世界恐慌の中で、緊縮財政を行うマクドナルド内閣を批判していく。これ
は36年に発表された主著『雇用・利子および貨幣の一般理論』 (通称『一般理論』)として結実し、いわ
ゆる「ケインズ経済学」を誕生させる。第二次大戦後のＩＭＦ設立会議をはじめとした国際通貨体制の
構築にも活躍するが、 46年4月に急逝する。株式投資で大儲けをしたことでも知られる。引用は塩野
谷祐一訳『一般理論』（東洋経済新報社）による。  

1929年10月24日ニューヨークのウォール街で起きた株の大暴落が引き金となって、世界恐慌が始まる。このとき、アメリ

カのＧＮＰは半減し、失業率は24％にも達した。また、イギリスでは工業生産高が30％低下し、失業率(30-35年平均)は

18.5％にもおよんだ。世界恐慌は欧米を中心としたブロック経済をもたらし、ドイツや日本で軍国主義を強めていくこと

になる（1931年満州事変、1933年ナチス政権掌握）。ケインズは当時とられていた政策、すなわち一方で海外に市場

を求める帝国主義と、他方で輸入制限による失業問題の解決という政策が破綻し、世界大戦が起きることを予想した。

『一般理論』から３年後に、不幸にもケインズの予想は的中する。 1939年にドイツがポーランドに侵攻し、やがて第二次

大戦の惨禍は世界中へと広がってゆく。  

「〔戦争を起こそうとする独裁者にとって〕国民の激情を煽る仕事を容易にするのは、戦争の経済的要
因、すなわち人口の圧迫と市場獲得競争である。 ....これは19 世紀に支配的な役割を演じたものであ
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り、また今後再び支配的な役割を演じるかもしれない。....国際貿易は今日では、外国市場に販売を
強行しながら、購入を制限することによって、国内の雇用を維持しようとする必死の手段となっている
が、これはたとえ成功したとしても、失業問題を競争に敗れた隣国に転嫁するにすぎないのである。」
(『一般理論』384頁)  

「今日の独裁主義的な国家組織は、効率と自由を犠牲にして失業問題を解決しよう としているように
見える。短い好況の時期を除けば、今日の資本主義的個人主義と 結び付いている――私の考えで
は、その結び付きは不可避である――失業に、世界が遠からず我慢できなくなることはたしかである。
しかし、効率と自由を保持しながら 病気を治療することは、問題の正しい分析によって可能となるであ
ろう。」(『一般理論』383頁)  

ケインズの批判対象 

ケインズは新たな経済学説を主張するために、当時支配的であった経済理論や経済政策を支えていた観念を打破す

る必要があった。それらをここで指摘しておこう。  

第１の批判対象は貨幣数量説であった。貨幣数量説によれば、貨幣が増減したとしても物価が変動するだけで、実物

経済への影響はほとんどないことになる。つまり、景気対策という点では金融政策は無効であるということになる。  

第一次大戦が勃発してまもなく、国際通貨体制を支えてきた各国は金本位制から離脱する。しかし、第一次戦が終了

するとアメリカ(1919)を筆頭にして、イギリス(1925)や日本などが金本位制に復帰していった（再建金本位制）。金本位

制には通貨価値を安定させるというメリットがある。しかし、金本位制を維持するために、金融政策の自由度が失われる

というデメリットもある。なぜならば、中央銀行に対する兌換請求（銀行券を金に交換してもらうこと）に応じられるように、

中央銀行は自らが保有する金準備の量に応じて通貨を供給しなければならないからだ。だから、金準備が減少してく

れば、たとえ不景気であろうとも、マネー・サプライを減らす必要が生じる（要するに金融引締）。しかし、貨幣数量説を

採用する論者にとって、これはたいしたデメリットではない。マネー・サプライの変動は景気に影響を与えないからであ

る。  

古典派や新古典派にとって貨幣の資産としての機能はさほど重要ではなかった。そのために、ストック
面で見た貨幣に対する需要への関心は低かった。しかし、新古典派の中でもマーシャルの貨幣学説
は貨幣ストックへの需要を問題にする点でやや特徴的である。  Ｍ＝ｋｐＹ  （Ｍ貨幣ストック、ｐ物
価水準、Ｙ実質所得）  ｋは「マーシャルのｋ」と呼ばれるもので、貨幣流通速度の逆数である。この式
は右辺が貨幣ストックに対する需要を意味している。この貨幣ストックへの需要という見方が、ケインズ
によって新しい利子論を生み出す要因となる。ケインズまでは利子論はフローで考えられていた（貸付
資金説：貸し手による資金の供給と借り手による資金の需要で決まる利子率の決定理論）が、ケインズ
は資産としての貨幣ストックへの需要が利子率の主要な決定要因となる流動性選好説を発明したので
ある。  

第２の批判対象は均衡財政主義であった。つまり政府は歳入と歳出を一致させるべきで、財政赤字を出すべきではな

いとする主張である。この伝統のもとでは、税収の減少する不況期には必然的に緊縮財政がとられることになってい

た。財政赤字は財政規律を緩めることで雪ダルマ式に赤字を膨らませるという理由だけではなく、そもそも財政支出は

景気対策として意味がないという考え方と結びついていた。当時のイギリス政府は新古典派の立場に立つ「大蔵省見

解」というものを主張していた。その要点を簡潔に示せば次のようになる。財政支出の増加→財政赤字増大→国家の

借り入れ増加→利子率上昇→民間投資減少、となってしまい、結局のところ政府支出の増大は民間投資を削減させる

ということになる（「クラウディグ・アウト」）という主張である。  

この主張を打破するためにケインズは、投資増大→国民所得の増大→貯蓄増大という乗数理論を展開する（その内容

はマクロ経済学で学習するとおりである）。乗数理論の眼目は国民所得決定論であるが、それにとどまらず利子率を媒

介としない貯蓄決定論になっていることに注意してもらいたい。上で述べた貸付資金説の否定は、ケインズに新たな貯

蓄決定論の必要を迫ったことになる。  

新古典派が主張する貸付資金説によれば、利子率の変動を通じて貯蓄と投資が一致する水準で投
資・貯蓄が決定される。これに対してケインズの乗数理論では、投資が与えられると貯蓄が投資と一致
する水準になるように国民所得が変化する。つまり、投資→国民所得→貯蓄、という決定関係になっ
ている。  

第３の批判対象は市場に対する信頼でった。ピグーが指摘したように、ミクロのレベルでは市場の失敗という事例があ

ることは認められていた。しかし、マクロのレベルでは市場に対する信頼を新古典派経済学者は抱いていた。つまり、

市場メカニズムがうまく機能すれば、不況のようなマクロ・レベルでの経済問題は発生しないと考えていたのである。だ

から、世界恐慌期の大量の失業も労働市場の機能不全という観点から説明されていた。例えば、労働組合が賃金の

引下げに反対しているから、企業の労働需要量が増大せず、失業が生まれていると説明されたのである。  
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ケインズの体系 

ケインズ体系をごく簡単に図式化すれば、商品市場や労働市場などのフローの世界と債券を中心とするストックの世

界の二つに分かれていることになる。フローの世界では生産・消費・雇用・投資が貨幣を媒介とした流通を通じて行わ

れている。ストックとの世界では資産を保持するために、債券と貨幣との交換が行われている。二つの世界をつなぐの

が利子率である。  

ＩＳＬＭモデルならば、二つの世界は利子率だけではなく、貨幣自体の移動としてもつながっている。 
L=L1(Y)+L2(r),  L=M ケインズがこのように考えていたのかは論争がある。  

さて、マクロ経済学の教科書とは違って、『一般理論』は階級社会をモデル化したものとなっている。すなわち、労働者

階級・企業家階級・金利生活者階級（別名、投資家階級）の３階級社会を反映している。フローの世界の担い手は労

働者階級と企業家階級である。ストックの世界の担い手が金利生活者階級である。ストックの世界では金利生活者が

自らの資産を維持しようと、債券と貨幣のいずれかで資産を持とうとする。債券価格が低下すると予想した金利生活者

は債券を売却して貨幣で資産を保持しようとする。こうした要因での貨幣への需要を「貨幣の資産需要」と呼ぶ。利子

率が下落すると債券価格が上昇するために、やがては債券価格が下落するだろうと予想する者が増える。こうして利

子率の上昇と逆方向に動く貨幣への需要が導出される。ここに貨幣供給量が与えられることで利子率が決定する。こ

れが流動性選好説である。金利生活者階級の行動が利子率を高止まりさせるために、フローの世界が収縮してしま

う。このモデルは金利生活者階級の利害が他の２階級の利害と対立することを明らかにしている。つまり、金利生活者

階級の「貨幣愛」が企業家階級の投資活動の足をひっぱり、その結果、大量の失業が発生していると見たのである。

労働市場が機能不全を起こしているから、失業が生まれているのではない。これがケインズ理論からの帰結である。  

理論的な構図は下のように整理できる。ここでの決定関係が左から右へとなっていることに注意。  

 

補足：『一般理論』が刊行された直後に、ヒックスはそれをＩＳ・ＬＭモデルとして体系化した。その後、ケ
インズ体系をＩＳ・ＬＭモデルに翻訳できるのかどうかという論争が生じた。ケインズ自身が曖昧な態度
をとったために、この論争は未だに決着がついていない。もしＩＳ・ＬＭモデルと同一のものであるとす
れば、上記の図式は左から右への決定関係ではなく、同時決定の体系として解釈しなければならな
い。そのためには、国民所得→貨幣需要という決定関係を一本書き加えなければならない。ケインズ
もそれに近いことを述べている。とはいえ、貨幣需要の圧倒的な部分が金利生活者の資産動機にもと
づくものである、とケインズが想定していたことは軽視すべきではない。  

非自発的失業 

■新古典派の世界 

新古典派は財市場における需要と供給によって均衡価格と均衡需要・供給量が決まるとする市場均衡の見方を、

様々な市場にも当てはまるものとして考えていたからである。ケインズが主に批判の対象にしたのが、次の二つについ

ての新古典派の考え方である。  

(1)資本市場 

利子率を媒介にした投資・貯蓄の決定。 

利子の節欲（耐忍）説：利子は節欲に対する報酬 
(2)労働市場 
個人の労働供給関数の総和としての社会的労働供給関数  

実質賃金率による雇用量の決定 
失業は自発的失業と摩擦的失業のみを認める 

新古典派の内部では、「失業率が高いのは、組合が賃金切り下げに合意しないから、労働需要が均衡量にまで達
しないためである」といった議論があった。（ケインズはこれを自発的失業に分類している）  

■非自発的失業 

労働者の賃金要求とは無関係に生ずる「非自発的失業」が大量に存在しているとケインズは考えた。しかし、新古典派
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の理論では、非自発的失業を扱う枠組がない、とケインズは批判した。  

「もし、古典派理論が完全雇用の場合にのみ当てはまるものであるとすれば、それを非自発的失業...
に関する問題に当てはめようとすることは明らかに誤りである。古典派の理論家は、非ユークリッド的な
世界にあって、一見したところ平行な直線が経験上しばしば交わることを発見して、現に起こっている
不幸な矛盾を解決する唯一の救済策として、まっすぐでないことの責任は線にあると非難するユークリ
ッド幾何学者に似ている。しかし、本当は、平行の公理を廃棄して、非ユークリッド幾何学を構築するよ
り他に救済策はないのである。」（『一般理論』17頁）  

ユークリッド幾何学と揶揄した新古典派の大前提を、ケインズは「古典派の二公準」（ケインズは古典派と新古典派をあ

わせて「古典派」と呼ぶ）として『一般理論』冒頭で提示する。（テキスト174頁）。  

第１公準：個々の企業の利潤最大化行動→労働需要の決定 

第２公準：労働者の効用最大化の行動→労働供給の決定 

この二つの公準を認めた場合には、非自発的失業が発生する余地はない。  

「伝統的経済理論の名高い楽天主義のおかげで、経済学者は、あたかも現世から逃避して自分の畑
の耕作に明け暮れ、全ては放任しておけば、ありとあらゆる世界の中の最善の世界において、最善の
結果となると教えられる....が、その楽天主義もまた、繁栄に対する障害が有効需要の不足によって起
こりうるということを彼らが考慮しなかったことに由来する。古典派の公準どおりに機能する社会におい
ては、明らかに資源の最適利用に向かう自然の傾向が存在する。古典派理論は、われわれがこうあっ
てほしいと希望する経済の動き方を示すものであるといってよいだろう。しかし、経済が現実にそのよう
に動くと想定することは、われわをとりまく諸困難が存在していないと想定してかかることである。」(『一
般理論』34頁)  

ケインズは第２公準を否定した。雇用にあたっては貨幣賃金の契約は結べても、実質賃金率は決定できないからであ
る。それに、普通の商品ならば価格に応じて供給量を決定できるが、通常の雇用関係では賃金率に応じて個々の労
働者が労働時間を変更できないために、効用最大化行動がとれないからである。 

こうして第２公準を用いない体系を作ることで、非自発的失業が生まれるメカニズムを説明しようとした。  

補足：ケインズの非自発的失業の厳密な定義を理解するのは難しい。マクロ経済学の教科書には、「現行の貨幣
賃金率で働く意欲があるのに、職を見出せない状態」といった説明がある。この定義で理解してもらって問題はな
い。事実、『一般理論』にも単純化のために、このような想定で議論を進めている個所もある。しかし、厳密な定義は
少々異なる。ケインズのねらいは貨幣賃金と実質賃金とが逆方向に変動するところにある。興味のあるものは『一般
理論』15-16頁を参照されたい。  

有効需要の理論 

労働市場ではなく、消費と投資からなる需要の大きさが雇用量を決定する。これがケインズ理論の重要なポイントであ

る。ケインズの表現では、「消費性向と新投資量とがあいまって雇用量を決定」される(『一般理論』31頁)ということにな

る。  

新古典派は利子率を媒介にして、貯蓄と投資は資本市場で決定されるとした。しかし、ケインズは貯
蓄と投資の均等を有効需要論の中で説いてしまう。言い方を替えれば、財市場で財の需給だけでは
なく、貯蓄、投資の均等をも説明してしまい、労働需要もそこで決定されることになる。  

ケインズの議論を正確にトレースするためには、物価水準を媒介にした、総需要曲線と総供給曲線とを導出して、その
交点で雇用量が決まるということを説明する必要がある。しかし、その説明は難解である。そこで後のサミュエルソン流
の45度線を用いた、簡潔なやり方で説明しておく。投資と貯蓄が一致するように国民所得が決定され、その国民所得
に応じて雇用量が決定されるというのが基本的なポイントである。 

国民所得が需要→生産→分配という決定関係にあることがケインズを理解する鍵である。 
当然のことながら、需要に応じた生産が可能であることが前提になっている。すなわち、失業者と遊休
資本がある状態の理論なのである。なお、需要＝消費＋投資(民間投資＋公共投資） である。 
だから、消費と民間投資が少なくて失業が生じている場合には、公共投資により需要を増大させるとい
う、いわゆるケインズ政策が必要となる。  

国民所得をＹ、消費をＣ、投資をＩ、貯蓄をＳとする。 

需要はＣ＋Ｉであり、需要に応じて生産が行われ、需要分の国民所得が生まれるとすれば、Ｙ＝Ｃ＋Ｉとなる。 

消費ＣはＹの関数であるとすれば、Ｃ＝Ｃ(Ｙ）となる。 

よって、Ｙ＝Ｃ（Ｙ）＋Ｉ → Ｉ＝Ｙ－Ｃ（Ｙ）....(1)。 
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ケインズが用いた、Ｃ＝ｃＹ＋Ｃ０ という消費関数はケインズ型消費関数（ｃ限界消費性向、Ｃ０が基礎

消費）と呼ばれる。単純であるが、短期の消費関数としてはよくできている。  

ケインズの貯蓄は所得のうち、消費されなかった分であるから、Ｓ＝Ｙ－Ｃ（Ｙ）と書ける。....(2) 

このようにして与えられたＳは、Ｙの関数と見ることもできる。すなわち、Ｓ＝Ｓ（Ｙ）。 

(1)と(2)からＳとＩは一致する。Ｉ＝Ｓ（Ｙ）となる。 

Ｉは独立に与えられているから、この式が成り立つということは、ＩとＳが等しくなるようにＹが変動するということになる。Ｉと

Ｓを一致させる所得（均衡国民所得）で雇用が決まることになる。 つまり、資本市場と関係なく貯蓄と投資が決定される

ことになる。  

別の説明方法：均衡国民所得をＹ*とすれば、

 

Ｙ*＝Ｃ＋Ｉ 

Ｙ*＝ｃＹ*＋Ｃ０＋Ｉ 

よって、Ｙ*＝１／（１－ｃ）×（Ｃ０＋Ｉ）となる。....(ア） 

ここでＳの大きさを考えよう。 

Ｓ＝Ｙ*－Ｃ 

Ｓ＝Ｙ*－（ｃＹ*＋Ｃ０） 

Ｓ＝（１－ｃ）Ｙ*－Ｃ０ 

ここに（ア）を代入すると。 
Ｓ＝Ｉとなる。要するに貯蓄と投資が一致する所得が均衡国民所得ということになる。  

さて、Ｙ＝Ｃ＋Ｉだから、増加分を取り出せば、⊿Ｙ＝⊿Ｃ＋⊿Ｉとなる。 

∴⊿Ｙ－⊿Ｃ＝⊿Ｉとなる。よって、（１－⊿Ｃ／⊿Ｙ）⊿Ｙ＝⊿Ｉ 

⊿Ｃ／⊿Ｙ＝ｃ（限界消費性向）だから、⊿Ｙ＝⊿Ｉ／（１－ｃ） 

投資の増加が何倍の所得の増加になるかを示す １／（１－ｃ）が「乗数」と呼ばれる。  

補足：個々に当てはまることが全体では成り立たないことを「合成の誤謬」という。つまり、ミクロで成り立
ったことが、マクロでは成り立たないということである。個人の貯蓄を増大させるためには、消費を抑え
て貯蓄を増大させればよい。しかし、乗数理論が成り立つのであれば、社会全体が貯蓄率を高めたと
しても、すなわち限界消費性向を下げたとしても、貯蓄は増大せずに、所得が減少するだけである。こ
れは「貯蓄のパラドックス」などとも呼ばれるが、「合成の誤謬」の一つである。  

ケインズの場合にはＹ→Ｎという決定を考えている。よって、Ｙの大きさがどこで決まるかは失業を説明する重要なポイ

ントになっている。さて、Ｙの決定ではＹdが主導的な役割を果たしていた。その中でもケインズは投資の大きさを問題

にした。ここが重要なポイントである。つまり、「投資が不足しているから生産が縮小し、失業率が高くなっている」。これ

が有効需要論から導かれた帰結である。ここから、投資を増大させれば失業を減らせるということが導かれる。  

流動性選好説 

ケインズは投資が不足していることが非自発的失業の大きな理由であると考えた。民間投資は、企業の予想利潤率で

ある「投資の限界効率」と、利子率により決定される。新古典派は資本市場で利子率を決定したが、ケインズの場合に

は、貯蓄と投資は乗数理論で決定したので、利子率の決定に別の説明が必要となる。新古典派の利子率決定論が投

資と貯蓄というフローでの決定であったのに対して、ケインズは貨幣の需給というストックを問題にした。それが流動性

選好説である。  

「流動性」とは、他の財との交換のしやすさであるが、ケインズの表現では、流動性に対する需給で利子率が決まると

いうことになるが、最も高い流動性を持っているのは貨幣であるから、貨幣に対する需給で利子率が決まるということに

なる。  

貨幣に対する需要は(1)日常の取引を行うために貨幣を持とうとする取引動機Ｌ1と (2)投機による利益を目的にした投

機的動機Ｌ2からなっている（ケインズは「予備的動機」も考えている）。この両者の需要の合計が、貨幣需要を形成す

る。取引動機は国民所得に依存し、投機的動機は利子率に依存すると考えた。 

Ｌ＝Ｌ1(Ｙ)＋Ｌ2(r) 

Ｌ2（r）は利子率と逆方向に変動する（右下がりとなる）が、それをケインズの説明を簡略にした形で説明しよう。資産とし

て債券を買うか貨幣で持っているかの選択を人々は行うとする。債券価格が現時点よりも値下がりすると予想すれば、

人々は債券ではなく貨幣を持つし、逆に、債券価格が現時点よりも値上がりすると予想すれば、人々は貨幣ではなく
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債券を持つであろう。  

債券価格は利子率によって決定される（永久確定利付きのコンソル債ならば、配当を利子率で割ったものが債券価

格）。それゆえ、 

(1)将来の利子率が今よりも上昇する（＝債券価格は将来下落する）と予想する者は、貨幣を持とうとするわけだし、 

(2)将来の利子率が今よりも下落する（＝債券価格は将来上昇する）と予想する者は、債券を持とうとするはずだ。 

さて、現行の利子率が低ければ低いほど、(1)のように予想する人数が増えるであろう。つまり、債券ではなく貨幣を保

有しようとする人間が増え、貨幣需要は増大する。逆は逆となる。こうして、利子率と投機的動機は逆方向に変動する。 

『一般理論』では貨幣供給は中央銀行が決定できると考えられている。今、所得Ｙ0が与えられているとして、貨幣供給

をＭとすれば、 

Ｍ－Ｌ1(Ｙ0)＝Ｌ2(r)となる水準で利子率が決定されることになる。  

古典派は貨幣数量説であった。すなわち、貨幣の量が変化しても実物経済には影響しない。ところが、ケインズの体系

では、貨幣供給増加→利子率低下→投資増大→国民所得上昇 となり、実物経済に影響を与える。つまり、貨幣経済

論なのである。  

財政政策 

国民所得を増大させるには、中央銀行が貨幣供給を増大させて、利子率を低下させればよい。ケインズは景気対策と

して、まず、このような金融政策をとるべきであるとした。  

しかし、貨幣供給を増大させても、ある一定水準より利子率がさがらないことがあると考えた。例えば、全員が利子率が

３％よりも下がらないと予想すれば、いくら貨幣供給を増大させても３％の水準で貨幣需要は無限になってしまい、そ

れよりも下げることはできない。これを「流動性のわな」と呼ぶ。こうなると、金融政策ではどうにもならない。そこで、財政

政策が必要となる。また、不況期には企業者が弱気になり、予想利潤率である投資の限界効率が低下し、利子率を下

げただけでは、民間投資が増大しないこともある。この場合にも財政政策が必要となる。  

公共投資を増大させれば、それは「乗数」倍となって所得を増大させることになる（税金が不変として）。  

「もし大蔵省が古い壷に銀行券をつめて、廃坑の中に適当に埋めて、次に都会のゴミで表面まで一杯
にしておき、....民間企業にその銀行券を再び掘り出させることにすれば、もはや失業の存在する必要
はなくなり、その影響のおかげで社会の実質所得や実質資産も増大するであろう。もちろん、住宅や
それに類するものを建てる方がいっそう賢明であろう。」(128頁)  

「私は、投資のやや広範な社会化が完全雇用に近い状態を確保する唯一の方法になるだろうと考え
る。もちろん、こういったからといって、政府当局が個人の相違と協調するようにさまざまな形で妥協し
工夫することをすべて排除する必要はない。……国家が引き受けるべき重要な仕事は生産手段の所
有ではない。もし国家が生産手段の増加に向けられる総投資量と、それを所有する人々に対する基
本的な報酬率とを決定することができるならば、それで国家は必要なことをすべて果たしたのである。」
(380頁)  

補足 ： 貨幣賃金の硬直性 

ケインズの理論が貨幣賃金の硬直性を前提としている、という解釈がある。『一般理論』の中には、単純化のために賃

金の下方硬直性を仮定して議論を進めている箇所もある。しかし、賃金の硬直性は『一般理論』にとって不可欠な想定

とはいえない。ケインズは『一般理論』第５編でわざわざ貨幣賃金の変動と雇用の関係を扱っているので、このような解

釈は適切ではない。そもそも、賃金の硬直性をもって不完全雇用の原因としてしまえば、労働組合による賃下げ拒否

に失業の原因を求めたピグーを批判できないことになってしまう。  

一企業でのみ賃金切り下げが可能であるならば、雇用の増大が起きうることをケインズも認めている。しかし、社会全体

で賃金が下がれば消費需要が落ち込み、物価水準が低下してまう。よって、貨幣賃金率を上回る物価の低下があれ

ば、実質賃金率が上昇するから雇用は減少してしまうことをケインズは指摘している。つまり、貨幣賃金率が低下したと

しても雇用量が減少する市場を想定しているのである。  

ケインズ批判 

1970年代にアメリカをはじめとする先進国の多くは、不況と物価の上昇が同時に起きるスタグフレーションを経験する。

こうした事態はケインズ理論では説明できないと同時に、金融財政政策の手詰まりとして受け止められた。  
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70年代以降のマクロ経済学はケインズ批判を中心にして展開されたといっても過言ではない。  

■理論的批判 

(1)マネタリズム 

シカゴ大学のフリードマンを中心とする学派。ケインズ理論では、投資の増大の際に、物価上昇よりも貨幣賃金の上昇

が遅れることが含意されている。これは実質賃金の低下を意味するが、ケインズは労働者はそれに無頓着であると考

えた。フリードマンは長期的には労働者は実質賃金の低下に気づき、労働供給を減らすと考えた。ここから物価上昇と

不況との共存を説明し、同時にケインズ政策の無効性を主張した。  

(2)合理的期待形成学派 

ルーカスやサージェントは「期待（予想）」の役割を重視した。彼らの前提では、物価上昇を即時に正しく予測するため

に、短期的にもケインズ政策は成り立たないことになる。そもそも彼らの体系では外生的なショックを除けば、常に完全

雇用が成立していることになるから、不況は存在しないはずである。マネタリズムの主張をより極端にしたものといえる。 

■政治経済学的批判 

ケインジアンは、景気が悪い場合には赤字財政になっても財政支出を増大させることを主張した。しかし同時に、景気

が良い場合には財政黒字にしなければならないとも主張していた。しかし、政治家にそんなことができるのかということ

をブキャナンとワーグナーは『赤字財政の政治経済学』(1977)によって問題にした。理論的というよりも実行可能性につ

いての批判である。ここでは、ブキャナン、ワーグナー、バートンの共著『ケインズ氏の帰結』（1978,邦題『ケインズ財政

の破綻』）により彼らの主張を見ておく。  

「ケインズはエリート主義者であり、彼の伝記作家が「ハーベイロードの前提」と名づけた思想に基づい
て行動していた。それによると、政府が講じる政策、とりわけ経済政策はごく一部の聡明な人によって
決定されることになっていた。現代の民主制の下では、政府は権力の保持・奪回のために、集団的圧
力に屈服しやすいものなのだが、ケインズは自分の政策がこのような状況に適用されようなどとは考え
てもいなかった。むしろ、経済政策を立案する一部の聡明な人々は、選挙民や一部集団からの組織
的圧力と衝突してでも、必ずや公共の利益のために行動しようとするはずだという歴史的事実に反す
る前提を、無意識のうちに置いていたのである。」(24頁)  

「英国の財政制度は、数世紀にわたる長い歴史的発展の過程から生まれたものである。その中心をな
しているのは、権力者による操作をチェックするように仕組まれた一定のルールである。このルールは
歳入に飢えた国王が税金をむさぼることのないように生まれてきた。その他のルールは、腐敗した議
員や浪費家の官僚による公的資金の誤用ないし濫用を制約し、防止するために発達してきた。.... し
かし、英国財政制度はひとたび均衡財政主義が失われ、ケインズ派の赤字財政がとってかわると、そ
れが致命傷となる欠陥をはらんでいる。そこには、投票を獲得するため、行政府が歳出や資金調達を
操作することを防止するルールが全く存在していない。」(115頁)  

 
 

ケインズ経済学の展開 

■成長論 

『一般理論』は資本設備が一定である短期の経済を対象としていた。それゆえ、所得の変化が引き起こす誘発投資は

扱われないし、投資の役割も有効需要の側面でしか問題とされなかった。しかし、長期の観点に立てば、投資がもたら

す生産能力の増大を無視するわけにはいかない。こうして『一般理論』を長期の成長論へと拡張させることが試みられ

た。イギリスの経済学者ハロッド（1900-1978）によって、生産能力の増加率、需要の増加率、労働力人口の増加率の３

つが等しくないと安定した経済成長が実現しないとするモデルが提出された（ハロッド・ドーマー・モデル）。資本産出

比率（Ｙ／Ｋ＝１／ｖ）が固定されているハロッドの提示したモデルに対しては、ソローら新古典派が可変的な資本産出

比率を前提としたモデルを提出した。  

■マクロ分配論 

カルドア（1908-198）やパシネッティ（1930-）らポスト・ケインジアンは、貯蓄率に注目することでケインズのアイデアを分

配論へと展開させた。カルドアのモデルを見てみよう。国民所得Ｙは、一国全体の賃金総額Ｗと利潤総額Ｐから成って

いるとする（Ｙ＝Ｗ＋Ｐ）。貯蓄は資本家と労働者が異なる貯蓄率で行うと仮定する。それぞれの貯蓄率をｓｐとｓｗとす

る。一般的に、ｓｗ＜ｓｐ と想定してよいだろう。 

社会全体の貯蓄 Ｓ＝ｓｗ・Ｗ＋ｓｐ・Ｐ  ・・・(1) 

財市場の均衡条件である投資と貯蓄の均衡が成り立つ（Ｉ＝Ｓ）ならば、(1)は、 

Ｉ＝ｓｗ・Ｗ＋ｓｐ・Ｐ ＝ｓｗ（Ｙ－Ｐ）＋ｓｐ・Ｐ ＝ｓｗ・Ｙ＋（ｓｐ－ｓｗ）Ｐ   となる （Ｙ＝Ｗ＋Ｐ より）。 

両辺をＹで割り整理すれば、   Ｐ／Ｙ＝（Ｉ／Ｙ）／（ｓｐ－ｓｗ）－ｓｗ／（ｓｐ－ｓｗ）  ・・・(2) 
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ケインズと同様に、投資が貯蓄を決定すると考えられる。つまり(2)は右辺が左辺を決定する式と解釈できる。貯蓄率が

与えられているとすれば、所得分配率 Ｐ／Ｙが投資と所得の比率（Ｉ／Ｙ）によって決定されることになる。これは興味

深い結論である。新古典派は生産要素の限界生産力によって所得分配を説明した。ところが(2)から限界生産力と無

関係に所得分配が決定されることになる。投資の決定主体は資本家であるから、資本家の投資態度によって分配関

係が確定されることになる。  

カルドアの議論はもともと成長論のモデルとして提出されたものである。カルドアの問題関心は、生産
能力の増加率が労働人口の増加率（自然成長率 ｎ）を上回った場合に、どのようにして安定した成
長が確保されるのか、というところにあった。このとき資本は人口よりも速く増大しているので、資本に比
べて労働者が相対的に不足するから賃金率が上昇するであろう。つまり、ＷがＰよりも速く増大すると
カルドアは考えた。そうするとｓｐ＞ｓｗであるから、(1)で明らかなように社会全体での貯蓄率は低下す
る。つまり、ハロッドの言う保証成長率（ｓ／ｖ ： ｓ＝Ｓ／Ｙ、 ｖ＝Ｋ／Ｙ）が労働人口増加率に収束し
ていくと考えた。ｓ／ｖ＝ｎが成立しないと、財市場と労働市場を均衡させながら経済成長が実現しな
い。等式を成立させるように、ｓ、ｖ、ｎのどれが変動すると考えるかで成長論が区分できる。ｎは人為的
に調整できない。ハロッドはｖもｓも調整能力がないために、資本主義の成長は不安定（ナイフ・エッジ
定理）であるとした。これに対して資本産出比率が可変の生産関数を想定することで、ｖに調整役を求
めたのがソローたちであった。分配関係の変化から、結果的にｓが調整役となるとしたのがカルドアで
ある。  

この「マクロ的分配論」は1950年代にカルドアによって導出されたものであるが、この考え方には先駆者がいる。1930年

代にポーランドの経済学者カレツキがシンプルな分配論を提出している。(2)式においてｓｗ＝０としてみよう。つまり、労

働者は貯蓄せず、資本家だけが貯蓄すると考える。そうすると、 Ｐ／Ｙ＝（Ｉ／Ｙ）・（１／ｓｐ） となる。ここの分配決定

式には労働者の意思決定が全く含まれていない。ここからカレツキは「利潤を決定するのは資本家の投資態度と消費

態度である」という結論を導出した。  

 

 

 

 

シュムペーターの経済学 

シュムペーターの体系 

シュムペーターは1883年オーストリア領モラヴィア地方に生まれた。この年はシュムペーターがライバル視したケインズ

が生まれ、マルクスが没した年でもある。シュムペーターはオーストリア学派の牙城であるウィーン大学で法学と経済学

を学び、若くしてグラーツ大学の教授職を得る。第一次大戦後に成立したオーストリアのカール・レンナー内閣では短

期間ではあるが大蔵大臣の職を務めた（1919年）。その後、ビーダーマン銀行の頭取となるが、1924年に破産する。東

京大学経済学部から客員教授としての招聘もあったが、1925年にボン大学に、1932年ハーヴァード大学に移籍する。

ハーヴァードでは後にノーベル経済学賞を受賞するサミュエルソンやトービンなどを育成する。しかし、1936年にケイン

ズ『一般理論』が刊行されると、弟子たちはケインズ派へと転向しシュムペーターから離反していく（このときの苛立ちを

したためた書簡が埼玉大学経済学部に所蔵されている）。  

シュムペーターには様々な学派の影響を認めることができる。経済理論の観点だけでも、(1)オーストリア学派、(2)ワル

ラス（ローザンヌ学派）の一般均衡論、(3)マルクス経済学の影響を指摘できる。このように多様な側面を持つために、シ

ュムペーターをいずれかひとつの学派に含めることは不可能である。さらに、シュムペーターは経済理論の世界にとど

まることなく、経済史や社会学、歴史学へと視野を広げていった。まさに社会科学体系の構築を目指していた人物なの

である。  

主要著作には、経済の動態的メカニズムを解明しようとした『経済発展の理論』（1912）と大著『景気循環論』（1939）が

ある。前者は理論的なアプローチが中心であるが、後者は歴史的な分析にウェイトが置かれている。『資本主義・社会

主義・民主主義』（1942）は資本主義の歴史的発展とその限界を考察した文明論である。遺稿『経済分析の歴史』

（1954）は広範な周辺領域をも視野に入れた経済学史の大作である。（邦訳は、塩野谷祐一他訳『経済発展の理論』

（岩波文庫,『発展』と略記）、中山伊知郎他訳『資本主義・社会主義・民主主義』東洋経済新報社、1995年版、『資本』

と略記）  

静態と動態 

主著『経済発展の理論』からシュムペーターの経済学の特徴を探っていくことにしよう。シュムペーターはワルラスの一
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般均衡論を「静学」の完成形態と見なしていた。一般均衡論とはあらゆる経済諸量の相互依存関係を分析して、全て

の市場における需要と供給の均衡を問題にするものである。全ての市場の需給を均衡させるような均衡価格は存在す

るのか、あるいはそうした価格は一意的なものであるのか、これらを一般均衡論は問題にする。均衡価格が実現してい

る世界は、全ての経済諸量が年々歳々、同じ規模で生産・消費されていく世界である。その意味でまさに「静学」の世

界である。  

このような一般均衡論の結論を理論的に徹底させると、利潤（および利子）が存在しえなくなるとシュムペーターは考え

た。例えば、ある資本財がその費用を上回る収益（すなわち利潤）をもたらしたとすれば、その資本財への需要が増加

して資本財価格が上昇し、やがてそれまで存在していた収益は消滅していくというのである。こうして需給が均衡すると

利潤はどこにも発生しないことになる。この議論の根底に置かれているのは、オーストリア学派に由来する「帰属価値」

という考え方である。この考え方によれば、商品の価格は本源的生産要素である労働と土地の費用に還元される。つ

まり、「資本」という生産要素も、土地と労働を用いて生産されるから、資本財の価格も土地と労働の費用に還元される

と考えるのである。  

「帰属の計算は生産の最終要素すなわち労働用役および土地用役までさかのぼらなければならな
い。それは生産された生産手段にとどまることはできない。なぜならば、生産手段に対しても同じ議論
が繰り返し適応されていくからである。すなわち、この限りにおいていかなる生産物もこれに含まれて
いる労働用役および土地用役の価値以上の価値を超過しえない。...最終生産物にも中間生産物にも
利益が付着していることは許されない。」（『発展』上81頁）  

要するに、静態経済では全ての生産物の価値は労働用役と土地用役との合計に等しくなる。このシュムペーターの議

論は、静態経済には後に説明する「企業者」も「資本家」も存在しえないということを意味する。しかし、現実の経済には

利潤が存在している。つまり静態ではなく動態こそが、経済の本質に他ならないということになる。この点を『資本主義・

社会主義・民主主義』の言葉で補っておこう。  

「資本主義は、本質的に、経済的な変化の形態あるいは方法であり、決して静態的なものではなかっ
たし、静態的ではありえないものである。....資本主義的エンジンを起動させて持続させる基本的な推
進力は、新しい消費財、新しい生産方法や輸送手段、新しい市場、資本家的な冒険心が生み出す新
しい形態の産業組織である。」（『資本』129頁）  

ここで言う「基本的な推進力」は『発展』の中では「新結合」と呼ばれている。さて、このようにシュムペーターは資本主義

の動態的な性質を強調している。しかしながら、静態理論の価値を完全に否定したわけではない。というのは、静態理

論と対比させることで動態理論の構成要素を確定できるし、また後に見るように動態経済においても不況期の経済は

静態理論で描写された状況へと収束していくからである。  

補足「利潤ゼロ」の意味：通常のミクロ経済学の教科書には、「代表的企業の長期の利潤は経済理論

上はゼロである。ただし、経済理論でいう費用は機会費用であるから、そこには利子分が含まれている

ので、会計的な意味で利潤がゼロとなるわけではない」、という趣旨の説明が与えられている。しかし、

機会費用として費用に含まれる利子についても、シュムペーターは長期ではゼロになると主張する。

つまり、会計的にも利潤は発生しえないというのである。この議論はただちに論争を呼び起こしたし、

今日でも評価の分かれるところである。私見では、長期均衡をゼロ成長と同一視するシュムペーター

の議論には、やや混乱があるように思われる。  

新結合と企業者 

シュムペーターが考察しようとするのは、「動態」的な変化をとげている経済である。具体的には景気循環として表れて

くることになる。動態的な変化をもたらす要因は消費者の嗜好の変化ではなく、もっぱら生産の側から起きるとシュムペ

ーターは述べている。  

「経済における革新は、新しい欲望がまず消費者の間に自発的に現れ、その圧力によって生産機構
の方向が変えられるというふうに行われるのではなく、むしろ新しい欲望が生産の側から消費者に教え
込まれ、したがってイニシアティヴは生産の側にあるというのが常である。」（『発展』上181頁）  

それでは生産の側の変化とはいかなるものなのであろうか。シュムペーターは生産を「物や力の結合」と捉えている。し

たがって、生産物や生産方法の変更とは、物や力の結合を変更させることになる。結合の変更を「新結合 neue 

Kombination」と呼ぶ。具体的に次の５つの場合をあげている。  

「１ 新しい財貨、すなわち消費者の間でまだ知られていない財貨、あるいは新しい品質の財貨の生
産。 
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２ 新しい生産方法、すなわち当該産業部門において実際上未知な生産方法の導入。これはけっし
て科学的に新しい発見にもとづく必要はなく、商品の商業的取り扱いに関する新しい方法をも含んで
いる。 
３ 新しい販路の開拓、すなわち当該国の当該産業部門が従来参加していなかった市場の開拓。た
だしこの市場が既存のものであるかどうかは問わない。 
４ 原料あるいは半製品の新しい供給源の獲得。この場合においても、この供給源が既存のものであ
るか、――単に見逃していたのか、その獲得を不可能と見なしていたのか――あるいは初めて作り出
されねばならないかは問わない。 
５ 新しい組織の実現、すなわち独占的地位（たとえばトラスト化による）の形成あるいは独占の打
破。」（『発展』上183頁）  

この１と２は今日、「イノヴェーション」と呼ばれるものに相当する（後年のシュムペーターも「新結合」に代えて「イノヴェ

ーション」を用いるようになる）。さて、「新結合」の担い手が「企業者」である。シュムペーターの言う「企業者 

Unternehmer」は、会社内の地位によって決まるのではなく、新結合を遂行する役割から規定される機能的な概念であ

ることに注意しなければならない。だから、支配人や重役が企業者となることもあれば、起業の際の発起人かもしれな

いし、場合によっては技術者が企業者の役割を果たすこともある。逆に、新結合の遂行を終えたら、たとえ企業を経営

する地位にいたとしても企業者ではなくなるのである。  

「だれでも新結合を遂行する場合にのみ基本的に企業者であって、したがって一度創造された企業を
単に反復的に経営していくようになると、企業者としての性格を喪失するのである。またそれゆえ、だ
れでも数十年間の努力を通じてつねに企業者のままでいることは稀である...。」（『発展』上207頁）  

静態経済では利潤は存在しないが、動態経済では「企業者利潤」が発生するとシュムペーターは考えている。シュム

ペーターがあげている繊維工業の事例に従って、その内容を説明していこう。繊維工業が手工労働だけで生産してい

る経済において、だれかが力織機を使って仕事をする経営の可能性を見いだしたとする。彼は銀行から資金を借り入

れて、力織機を用いた事業を立ち上げる。力織機の費用と従来の労働費用との間で差額が生じるならば、それが「企

業者利潤」である。もちろん、力織機の利用による生産量の増大は価格を下落させるかもしれないが、その差額はただ

ちに解消されるとは限らない。  

「力織機はその中に含まれた労働用役および土地用役が従来の方法によって生産しうるよりも物理的
により大きな生産量を生産する。また力織機は経済主体にとって費用さえ支払えば利用可能である。
したがって、手工労働のみが用いられた場合の均衡価格すなわち、費用価格として成立した価格によ
って測られた収入と...支出との間に差額が生じる。この差額は需要者および供給者としてのわれわれ
の経済主体の登場によってもたらされる価格変動によって消去されるとは限らない。」（『発展』下14頁）  

新結合を担った企業者は「本源的生産手段を創造したのではなく」、既存の用途を変更しただけである。よって、この

差額は労働と土地に帰属することはなく、新結合に帰属すべき差額ということになる。こうして「企業者利潤」の存在が

説明される。ただし、企業者利潤はいつまでも存続し続けるわけではない。新結合の模倣者が多数登場してくるからで

ある。  

「魅惑的な利潤の刺激によって力織機による新しい経営が続々と成立する。この産業部門の完全な再
編成が、生産の増加、競争的闘争、旧式経営の排除、ときには労働者の解雇などをともなって現れ
る。...究極の結果は一つの新しい均衡状態でなければならない。そこでは新しい与件のもとに再び費
用法則が支配し、生産物価格はいまや、力織機の中に含まれている労働用役および土地用役に対
する賃金と地代に、生産物を作るために力織機に付加される労働用役および土地用役に対する賃金
と地代を加えたものに等しくなる。...その結果、われわれの経済主体およびその当初の後続者たちの
超過額が消滅する。もちろん、ただちにではなく、一般には多少とも長い期間にわたる継続的減少の
あとにはじめて消滅する。」（『発展』下15頁）  

要するに、模倣者が増えることで生産物価格は本源的生産要素の費用の総和に等しくなり、企業者利潤は消滅すると

いうのである。こうした議論がマルクスの「特別剰余価値論」とほとんど同じであることは改めて述べるまでもないであろ

う。この力織機の事例のように、既存の生産物の生産方法の改善のことを一般に「プロセス・イノヴェーション」と呼ぶ。

これに対して、新しい生産物を生み出すことを「プロダクト・イノヴェーション」と呼ぶ。生産者による消費欲望の形成を

重視したシュムペーターにとって、後者の方が重要である。プロダクト・イノヴェーションの場合も企業者利潤の説明は

ほとんど同じである。ただし、新しい財貨に対しては費用と無関係に消費者の評価によって価格が形成される。この評

価と費用との間に生まれる差額が企業者利潤ということになる。この差額もやがては消滅していく。  

新結合の登場とその普及が景気循環を生み出していくことになる。こうした動態的な変化は、小さな変化が累積してい

って生まれる漸次的な変化ではなく、急激な非連続的変化であるという。その事例としてシュムペーターは馬車と鉄道

の事例をあげる。馬車から鉄道への移行は、馬車への小さな改良を積み重ねたものではなく、質的に不連続な変化で

ある。こうした不連続的な変化こそ経済に動態的な変化をもたらす新結合の特質なのである。シュムペーターが着目す

るのは、この不連続的な変化をもたらす新結合の担い手、すなわち企業者の個人的資質である。マルクスが個人にで
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はなく資本主義のシステムそのものに生産力を発展させる動因を求めたのに対して、シュムペーターはあくまで企業者

という個人の役割を重視するのである。『資本主義・社会主義・民主主義』では次のように述べている。  

「企業者の機能が、発明を利用すること、もっと一般的に言えば、新商品の生産や新方法による旧商
品の生産のためにまだ試みられていない技術的可能性を利用すること、原材料の新供給源や生産物
の新販路を開拓すること、産業を再組織すること等によって生産様式を革新ないしは革命化すること
にあることはすでに述べた。初期の鉄道建設、第一次世界大戦前の発電、蒸気や鋼鉄、自動車、植
民地事業等は大きな範疇の目ざましい実例であり、さらにその中には特殊な種類のソーセージや歯ブ
ラシで当りをとるなどの無数の手近な例までも含まれる。...このように新しいことを行うのは容易なことで
はなく、独自の経済的機能をなしている。その第一の理由は、新しいことが誰もが知っているありふれ
た業務のらち外にあるからであり、第二の理由は、社会環境が新しい仕事に資金を融通したり、新しい
品物を買うことを拒否することから、それを生産しようとする人への有形の攻撃にいたるまで、社会情勢
に応じて様々な形で抵抗するからである。慣行の軌道を乗り越えて信念をもって行動し、このような抵
抗を克服していくには、ごく少数の人にしか備わっていない資質を必要とする。そしてこの資質こそ、
企業者機能とともに企業者タイプを規定するものである。」（『資本』206頁）  

企業者は、企業の外に出れば成り上がりもので、教養も精彩も欠いているし、しばしば大勢順応的でさえあると述べて

いる。しかし、新結合の遂行のためには既成の教養や知識などは役に立たない。「周到な準備工作や事実に関する知

識、知的理解の広さ、論理的分析の才能でさえ、場合によっては失敗の原因になる」（『発展』上224頁）というのであ

る。さらに、従来の思考習慣に縛られないだけではなく、「新結合を単なる夢や遊戯ではなく、実際に可能なものとする

ためには、意志の新しい違った使い方が必要となる。このような精神的自由は、日常的必要を越える大きな力の余剰

を前提としており、それは独特なものであり、性質上、稀である」（『発展』上226頁）と、強い意志の持ち主であることが

強調される。この企業者はそれまでの経済理論が前提としてきたような、合理的な計算のもとに利潤の最大化を企てる

ような経済人ではない。こうした企業者像は時に英雄主義的な企業者像であると言われる。  

補足「創造的破壊」 ： 新結合は企業者利潤を生み出すだけではなく、同時に古い生産方法を破壊
していくことになる。このことを後の『資本主義・社会主義・民主主義』では、今日では広く使われている
「創造的破壊」という言葉で呼ぶようになる。 

「国内外における新市場の開拓、手工業的作業場や工場から、U.S.スチールのような
企業へという組織上の発展は、生物学的な用語を用いるならば、産業的突然変異と
同じプロセスである。このプロセスは、経済構造を絶えず内部から変革し、絶えず既存
のものを破壊し、絶えず新しいものを創造するのに似たプロセスである。この創造的
破壊というプロセスが、資本主義に関する本質的な事実である。そこに資本主義の本
質があり、それがあらゆる資本主義的企業の存続を可能にしてきたのである」（『資本』
130頁）  

■銀行家 

『経済発展の理論』というと企業者に焦点が当てられがちであるが、企業者と同じくらい重要な位置をしめているのが

「銀行家」である。シュムペーターの理論では、企業者は無一文の存在と仮定されている。したがって、企業者だけで

は新結合をやりたくてもできない。ここに資金を流し込んでやるのが銀行家である。具体的には、銀行による信用創造

を用いて企業者は新結合を実行していくことになる。企業者と銀行家が両輪となって経済の動態が生まれるというのが

シュムペーターの資本主義観である。  

銀行家の役割は理論的にも重要である。静態経済は完全雇用状態であると想定されているから、遊休資源が存在し

ているわけではない。そのために、信用が与えられた企業者が生産手段（あるいは土地や労働）を獲得しようとすれ

ば、それは既に利用されている生産手段を奪い取ってくることに他ならない。つまり、銀行家は企業者に生産手段を奪

い取る手段を提供することにある。シュムペーターによれば、現代では結局、資本家が蓄えた積立金にせよ貯蓄にせ

よ銀行家のもとに流れ込んでおり、その用途を決定するのは銀行家である。したがって、銀行家こそ「唯一の資本家」

であり、経済の監督者なのである。  

「銀行家は単に購買力という商品の仲介商人なのではなく、またこれを第一義とするのではなく、なに
よりもこの商品の生産者である。しかも現在では全ての積立金や貯蓄はことごとく銀行家のもとに流れ
込む。...彼はいわば私的資本家たちにとって代わり、彼らの権利を剥奪するのであって、いまや彼自
身が唯一の資本家なのである。彼は新結合を遂行しようとするものと生産手段の所有者との間に立っ
ている。...彼は新結合の遂行を可能にし、いわば国民経済の名において新結合を遂行する全権能を
与えるのである。彼は交換経済の監督者である。」（『発展』上197頁）  

さて静態経済では、企業が取得する利潤も、資本の提供者である資本家（あるいは銀行）が受け取る利子も存在でき

なかった。しかし、動態経済において企業者利潤が発生することで、銀行家は企業者利潤からの控除として利子を受

け取ることが可能となる。「企業者利潤こそ利子の源泉である」（『発展』下178頁）。したがって、利子は企業者利潤とと

もに騰落することになる。  

113



銀行は景気循環の過程で重要な位置づけを与えられている。新結合を遂行する模倣者たちに銀行が資金供給をつ

づければ好況過程が開始する。それは一時的には物価上昇と利潤の増加を伴うが、やがて新結合が普及すると利潤

が減少し始める。そして成功した企業者は銀行へと返済をはじめるために（貨幣供給が減少するから）物価下落と不景

気がはじまる。好況期は不均衡の拡大期であったのにたいして、不況期は均衡へと向かう時期であり、静態理論が描

き出した状況に接近する局面でもある。このように銀行信用は景気循環を生み出す重要な要因として位置づけられて

いるのである。  

『景気循環論』 

『経済発展の理論』では好況と不況という２局面から景気循環が考察された。好況は新結合が「群生的に」遂行される

過程で、均衡撹乱を本質とする。他方、不況は新しい均衡へと向かう「吸収過程」と呼ばれ、投資の減退、利子率・企

業者利潤の低下、信用収縮によるデフレーションを伴う。こうした不況を異常な事態と見るのではなく、経済の「正常な

状態」と見るところに、シュムペーターの議論の特質がある。不況期こそ新結合を準備する時期であると見ていたから

である。『経済発展の理論』で提出されたアイデアは、歴史的・統計的データを盛り込みながら『景気循環論』（1939年）

において詳細に展開された。『景気循環論』では、好況、景気後退、不況、回復期という４局面で景気循環が考察され

ると同時に、３種類の循環の重ね合わせてとして資本主義社会の歴史が分析されるようになる。  

今日では良く知られている考え方であるが、シュムペーターはコンドラチェフの循環、ジュグラーの循環、キチンの循環

の合成として景気循環を把握しようとする。すなわち、55年周期のコンドラチェフ循環は約10年周期の6個のジュグラー

循環を含み、ジュグラー循環は3キチン循環を含むという仮設である。いずれの循環もイノヴェーションの遂行が循環の

主要な原因とされる（ただしキチン循環については後に通説どおり在庫循環であることを容認するようになる）。  

シュムペーターは150年間ほどの経済史を景気循環の歴史として描き出している。その基本的な柱に
なっているのがコンドラチェフ循環である。1843年から1913年を一つのコンドラチェフ循環ととらえ、循
環を開始させた要因として鉄道ブームを、また20世紀にはじまるコンドラチェフ循環の要因として電気
をそれぞれ挙げている。  

『景気循環論』はケインズ『一般理論』（1936年）への対抗を意識して書かれているが、『一般理論』の名声の陰に隠れ

てしまい、必ずしも成功した書物とはいえない。しかし、資本主義の発展を大小の景気循環の重なりとして把握しようと

するアイデアは、今日の実証分析に様々な影響を与えている。  

資本主義の将来 

シュムペーターは資本主義の歴史を巨大な景気循環の中で把握したわけであるが、その循環が永遠に続くものとは考

えていなかった。1930年代は世界恐慌が与えたインパクトが大きかったために、資本主義に対する悲観的な見方が広

まった時代である。マルクス経済学者に限らず、経済学者をはじめとする多くの知識人たちが資本主義は早晩、社会

主義へ移行していくと考えていた。社会主義を望ましい経済体制とは考えていなかったものの、シュムペーターもまた

同時代の知識人と同様に、資本主義は滅亡し、必然的に社会主義へ移行せざるをえないと見ていたのである。「資本

主義はその成功によって滅ぶ」という有名な言葉をシュムペーターは残している。経済の発展それ自体が自らの発展

の原動力を喪失させてしまうというのである。  

その主要な原因は、企業者精神の衰退である。すでに見たように既存の習慣や知識に拘泥することなく、大胆に新結

合を遂行していくのが企業者であった。これは個人的な才能に負うものとシュムペーターは見ていた。しかし、大企業

は企業者の機能を組織内部に取り込むことで日常業務化してしまう。そして合理的な管理が経営の発展をいわば機械

化させてしまう。こうして企業者が個人の資質を十二分に発揮する場が失われていくことで、資本主義は衰退に向かう

というのである。  

「たとえ企業者の職能を主動因とした経済過程そのものは萎縮することなく進行したとしても、この社会

的機能はすでにその重要性を失いつつあり、しかも将来必ずや加速度的に失われる。その理由はこう

である。一方において、現在では慣れた日常的業務の埒外にある仕事をこなすことも昔よりははるか

にたやすくなっている－－革新そのものが日常的業務となってきている。...資本主義初期の商業的冒

険のロマンスは、いまや急速に昔日の光彩を失いつつある。なぜならば、かつては天才のひらめきの

中に描かれるべきはずであったものが、いまでは正確に計算されるようになり、しかもそのようなものが

いよいよ増しているからである。」（『資本』207頁）  

「もし資本主義の発展が停止するか、まったく自動的になるかすれば、産業ブルジョアジーの経済的

基礎は...日常的管理の仕事に対して支払われるごとき賃金だけに押しつめられてしまうであろう。資
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本主義的企業は、他ならぬ自らの業績によって進歩を自動化させる傾向を持つから、それは自分自

身を余計なものにさせる傾向を持つとわれわれは結論する。完全に官庁化した巨大な産業単位は中

小企業を追い出し、その所有者を収奪するのみならず、階級としてのブルジョアジーをも収奪するに

いたる。そしてこの過程において、ブルジョア階級は自己の所得を失うのみならず、もっと重要なこと

に、その機能をも失うことが避けがたい。社会主義の真の先導者は、それを吹聴した知識人や先導者

ではなく、ヴァンダービルト、カーネギー、ロックフェラーの一族のような人たちである。」（『資本』210

頁）  

経済学が数学を用いて理論的に精緻化されていく時代に、シュムペーターの議論は純粋な理論から離れて社会学あ

るいは文明論に近づいていく。シュムペーターが経済学の最終目標としたのは経済史であった。  

日本経済とシュムペーター 

10年以上におよんだ日本の不況の克服策として相対立する処方箋が登場した。一方は、ケインズの流れを汲む金融

政策による投資刺激策であった。他方は、構造改革の旗印のもとに生産性の劣る企業を淘汰させようとする産業政策

であった。後者の理論付けとして持ち出されたのがシュムペーターに由来する「創造的破壊」であった。とはいえ、シュ

ムペーターが重視した企業者の存在が問われることはなかったように思われる。  

 

 

 

 
 
 
 

経済学史関連年表 

イギリス関連 イギリス以外

  
B.C.431-404ペロポネソス戦争（アテネ派＝
デロス同盟 vs スパルタ） 

B.C.4cアリストテレス『政治学』 

50ごろローマ人の侵入 

1世紀末ローマ人に支配される（ブリタニア） 

375ゲルマン民族の大移動はじまる 

410ローマの支配終わる 

8世紀末カール大帝活躍（フランク王国） 

794平安京に遷都 

8世紀にデーン人の侵入はじまる 

1016デンマーク王子クヌートがイングランド王となる(北海帝国) 

1066ノルマン・コンクェスト（ノルマン朝はじまる） 

1070ごろグレゴリウス改革はじまる（ローマ
教会の全盛期） 

1192鎌倉幕府成立 

1208アルヴィジョア十字軍（カタリ派の鎮圧） 

1215マグナ・カルタ 

1266トマス・アクィナス『神学大全』 

1337百年戦争はじまる（～1453） 

15世紀中ばごろグーテンベルク印刷機を発
明 

1455ばら戦争はじまる（～1485：封建領主の没落＝絶対王政確立） 

1467応仁の乱はじまる 

1492コロンブスのアメリカ到達（世界システ
ムの起源） 

1517ルター95ヶ条（宗教改革はじまる） 
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1532マキャベリ『君主論』公刊 

1533ヘンリ８世離婚 

1534国王至上法律（国教会成立＝イギリス的宗教改革） 

1549ザビエル鹿児島で布教を開始（カトリッ
ク） 

1558エリザベス１世即位(～1603） 

1563三十九ヶ条制定（国教会の中道化） 

1588スペインの無敵艦隊やぶる 

1600イギリス東インド会社設立 

1601救貧法制定 

1603スコットランド王ジェームズがイングランド王を兼ねる（同君連合：ス
コットランド併合のはじまり） 

1603江戸幕府成立 

1604欽定訳聖書（King James Version）刊行。19世紀まで使われた格
調高い英訳。 

1620このころから「17世紀の全般的危機」がはじまる（気温低下→穀物
不足・疫病・人口停滞・経済不振・社会不安） 

1639鎖国はじまる（オランダと中国のみ交易
可） 

1642ピューリタン革命勃発 

1649チャールズ１世処刑 

1651航海条例（オランダとの抗争のきっかけ） 

1651ホッブズ『リヴァイアサン』刊行 

1652第一次イギリス・オランダ戦争（～1654） 

1655ジャマイカをスペインから奪い取る（帝国形成の第一歩） 

1660王政復古（チャールズ２世王位につく。） 

1664トマス・マン『外国貿易におけるイングランドの財宝』（没後刊行） 

1688名誉革命（ジェームズ２世追放・オランダのウィリアム上陸） 

1689権利章典制定（議会主権確立） 

1689ウィリアム王戦争はじまる（～97。対仏抗争の開始） 

1690ロック『市民政府論』 

1694イングランド銀行設立(財政革命) 

1701スペイン戦争はじまる（フランス・スペインと戦う） 

1707イングランド・スコットランド合邦（スコットランドの併合） 

1714マンデヴィル『蜂の寓話』 

1720ロー・システム破綻 

1720南海泡沫会社破綻（株式会社禁止のきっかけ） 

1728デフォー『イギリス経済の事情』 

1740オーストリア継承戦争はじまる（フランス・オーストリアと戦う） 

1746ジャコバイトの乱終結（スコットランドの抵抗の終焉） 

1756七年戦争はじまる（フランスと戦う。対仏抗争ほぼ終結） 

1758ごろケネー『経済表』 

1767ジェームズ・ステュアート『経済学原理』 

1776アダム・スミス『国富論』 

1776アメリカ独立（イギリスにとってほぼ唯一の敗北） 

1780ごろ、産業革命はじまる 

1786フランス、イーデン条約（イギリスとの自
由貿易協定→失敗） 

1789フランス革命はじまる 

1798マルサス『人口論』 

1814徒弟法の廃止（ライフサイクル・サーヴァントの衰退） 
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引用・参考文献 

比較的平易でみなさんが読んでも参考になるものに下線を付しておきました。 一冊でもいいですから、手にとってなが

めてもらえれば幸いです。  

原典（引用は邦訳どおりではありません）  
プラトン、藤沢令夫訳『国家』岩波文庫  
アリストテレス、山本光雄訳『政治学』岩波全集版  
アリストテレス、加藤信朗訳『ニコマコス倫理学』岩波全集版  
『聖書』新改訳、いのちのことば社  
トマス・アクィナス、稲垣良典訳『神学大全第18冊』創文社  
ルター、魚住昌彦訳『商業と高利』中央公論社、（『世界の名著第18巻』）中央公論社  
マキャヴェリ、池田廉訳『君主論』中央公論社、（『世界の名著第16巻』）中央公論社  
ホッブズ、水田洋訳『リヴァイアサン』岩波文庫  
ロック、松下圭一訳『市民政府論』岩波文庫  

1817リカードウ『経済学原理』 

1821オウエン『現在の窮乏の原因の解明』 

1834ドイツ関税同盟（国家統一への第一
歩） 

1840アヘン戦争 

1841リスト『経済学の国民的体系』 

1846穀物法廃止（穀物輸入の自由化） 

1851メイヒュー『ロンドンの労働とロンドンの貧民』 

1861-65アメリカ南北戦争 

1867マルクス『資本論』(第一巻) 

1867大政奉還 

1870年代限界革命 

1871ジェボンズ『経済の理論』 

1873社会政策学会（ドイツ）設立 

1874ワルラス『純粋経済要論』 

1880ごろから 自由貿易論争（日本） 

1890マーシャル『経済学原理』 

1893シュモラー『国民経済、国民経済学お
よび方法』 

1896社会政策学会（日本）設立 

1899ヴェブレン『有閑階級の理論』 

1904-05ウェーバー『プロテスタンティズムの
倫理と資本主義の精神』 

1910ヒルファディング『金融資本論』 

1912シュンペーター『経済発展の理論』 

1913ゾンバルト『恋愛と贅沢と資本主義』 

1914第一次世界大戦はじまる 

1917ロシア革命 

1917レーニン『帝国主義論』 

1920ピグー『厚生経済学』 

1925イギリス金本位制に復帰 

1929世界恐慌はじまる 

1931満州事変 

1934山田盛太郎『日本資本主義分析』 

1936ケインズ『一般理論』 

1939第二次世界大戦 
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ロック、田中正司他訳『利子・貨幣論』東京大学出版会  
トマス・マン、渡辺源次郎訳『外国貿易によるイングランドの財宝』東大出版会  
ステュアート、小林昇監訳『経済の原理』名古屋大学出版会  
ケネー、平田清明訳『ケネー経済表』岩波書店  
ケネー、島津亮二・菱山泉訳『ケネー全集第３巻』有斐閣  
マンデヴィル、泉谷治訳『蜂の寓話』、『続蜂の寓話』法政大学出版局  
アダム・スミス、水田洋訳『道徳感情論』筑摩書房  
アダム・スミス、大河内一男訳『国富論』中公文庫  
マルサス、永井義雄訳『人口論』中公文庫  
リカードウ、堀経夫訳『経済学原理』雄松堂版全集  
リスト、小林昇訳『経済学の国民的体系』岩波書店  
シュモラー、田村信一訳『国民経済、国民経済学および方法』日本経済評論社  
ウェーバー、大塚久雄訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫  
オウエン、五島茂訳「現下窮乏原因の一解明」（『世界の名著続第８巻』）中央公論社  
マルクス、『資本論』（マルクス全集）大月書店  
レーニン、レーニン全集刊行委員会訳『帝国主義論』（レーニン全集）大月書店  
山田盛太郎、『日本資本主義分析』岩波文庫  
ジェヴォンズ、小泉信三他訳『経済の理論』日本経済評論社  
ワルラス、久武雅夫訳『純粋経済学要論』岩波書店  
マーシャル、永澤越郎訳『経済学原理』岩波ブックセンター信山社  
ピグー、気賀建三他訳『厚生経済学』東洋経済新報社  
ケインズ、塩野谷祐一訳『雇用・利子および貨幣の一般理論』東洋経済新報社 

年表  
『世界史年表』吉川弘文館他： 

高校で世界史を履修していないものは、年表の購入をお薦めします。高校生用のものならば600円ぐらいで買
えるでしょう。 どこの出版社のものでもかまいません。 この講義以外でもきっと役立つはずです。900円ぐらい
だせば、歴史地図と年表が一緒になった世界史の資料集も入手できます（『総合世界史図表』第一学習社な
ど）。こちらも便利です。 

http://u-air.net/workshop/timeline/ 「社会科学文献年表」社会科学ワークショップ作成 
社会科学に関する文献の年表です。原典へのリンクが張られているので原文を参照したい人にはお薦めで
す。 

辞典  
『経済学大辞典』東洋経済新報社： 

全３巻から成る、日本最大の経済学の辞典です。掲載は大項目主義です。 第３巻が経済史と経済学史です。
講義の内容よりも詳しい解説となっていますので、より深く学習した人はチャレンジしてください。 

『経済思想史辞典』丸善： 
経済学者と経済学史上の主要な経済用語が解説されています。 説明が簡潔なので少々分かりにくいかもし
れませんが、手ごろなのであげておきます。 上記の大辞典と合わせて、レファレンスに使って下さい。 

藤井隆至編『日本史小百科：近代経済思想』東京堂出版： 
時代順に学者、雑誌、論争を解説した大項目の辞典です。辞典形式になっていますが、日本の経済学がそ
れぞれの時代の課題に応えながら発展してきたことがよく分かります。読み物としても楽しめる本です。本講義
では日本の経済学について詳しく取り上げられませんので、興味のある人はこのような書物で補って下さい。 

経済学通史  
水田洋他編『経済思想史読本』：東洋経済新報社 

数年間にわたり本講義のテキストとして使用してきました。ケネーからはじまりスミス、リカードウ、マルサス、マ
ルクス、リスト、ケインズ、シュムペーターなどの学者ごとに章別されています。思想面を中心に解説した通史で
す。経済学者がそれぞれの時代の中でどのような問題に取り組もうとしたのかということがよく分かります。優れ
たテキストだと思います。 

三土修平『経済学史』新世社： 
理論史の通史です。本講義では数式を用いた説明はできるだけ避けるつもりです。数学的な展開がないと物
足りないという人には本書がお薦めです。 とはいえ、難しい数式は登場しません。代表的な経済理論を、簡潔
な数理モデルを使って解説している個性的なテキストです。 きわめてクリアな整理となっています。新古典派
がモデルのベースに置かれていますが、 マルクスも含めて他学派も中立的に扱っています。 

中村達也他『経済学の歴史：市場経済を読み解く』有斐閣アルマ： 
重要なポイントを平易な言葉でコンパクトに整理しており、経済学の歴史を一通り眺めるのに便利です。20世
紀にウェイトがあるので、講義で扱えなかった新しい学説も解説しています。「経済学の流れと古典」の図表は
本書のものを利用しています。 

若田部昌澄『経済学者たちの闘い』東洋経済新報社： 
通史というよりも副読本です。現代の日本経済のトピックに関連させて過去の経済学者たちの苦闘を描き出
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し、ついでにトンチンカンな現代のエコノミストたちを痛罵しています。講義の範囲とはズレル部分が多いので
すが、 読み物としてお薦めします。ともかく実に面白い。経済学史の文献としてだけではなく、マクロ経済学や
金融論を学んだ人ならば、その応用として読むこともできるでしょう。 

http://cruel.org/econthought/ 「経済思想の歴史」 
代表的な学派や経済学者を概観するのに便利なホームページです。オリジナルは英文で、部分的に翻訳し
たものがこのページです。有益なリンクが沢山貼られており便利です。 

テーマ史  
荒井政治他編『概説西洋経済史』有斐閣選書： 

経済学史を学ぶうえで経済史の知識は不可欠です。本書は中世から現代までカバーしており、経済史上の論
争にも簡潔な解説が付されています。価格革命、早期産業革命、会社企業の誕生などを詳しく取り扱っていま
す。また景気循環についても要点をコンパクトに整理しており、たいへん有益な教科書です。他の講義の参考
にもなるでしょう。 

西沢保他編『経済政策思想史』有斐閣： 
本書は政策論の歴史に重点をおきながら学説史を整理したものです。経済理論はある政策を正当化するため
に発展してきたという側面がありますから、このような整理の仕方も有益です。 

池上惇『財政思想史』有斐閣： 
財政をどう見るかは、市場の見方の裏返しのようなところがあります。したがって、本講義の中でも財政思想史
を解説すべきなのかもしれません。 しかし、時間がないので、経済学者の財政思想についてはごく簡単にしか
言及できません。詳しく知りたい人は、スミスから現代までの財政思想の歴史を取り上げた 本書で補ってくださ
い。 やや高度かもしれませんが、公務員試験の勉強にも役立つと思います。 

馬渡尚憲『経済学のメソドロジー』日本評論社： 
学説を成り立たせている方法が相違していると、 分析対象、分析手法、結論が全く異なってきます。 本書は、
経済学の方法がどのように歴史的に発展し、 様々な経済学の系譜を生み出したきたかを、 内容は結構高級
ですが、平易な言葉で説明していますので、みなさんでも十分読めると思います。 

八木紀一郎『近代日本の社会経済学』筑摩書房： 
私の能力と時間的制約があるために、残念ながら本講義では日本の経済学について、ごく簡単にしか言及す
ることができません。予備知識がない人にはやや難しいかもしれませんが、日本の経済学の発展に興味のある
人は本書にチャレンジしてください。たいへん面白い本です。経済学という切り口を通して、日本の近代像が
浮かび上がってくるはずです。日本における経済学の発展というだけではなく、主流の経済学の相対化という
視点が貫かれています。日本経済史や日本政治史などとも関連する著作です。 

中谷猛他編『概説西洋政治思想史』ミネルヴァ書房： 
本講義では政治思想に詳しく言及することはありませんが、 政治思想の歴史を学ぶことは、経済思想の背景
を学ぶことにもなります。 各編の冒頭に書かれている「概説」の部分を読むだけでも、政治思想の大まかな流
れが理解できると思います。 意欲的な教科書ですので、社会思想に興味のある人にはお薦めの概説書で
す。 

古代ギリシャ・キリスト教の経済思想・政治から経済へ  
水田洋『社会思想小史』ミネルヴァ書房： 

経済学も広い意味での社会思想の一部と捉える視点が必要です。本講義ではそのために、古代ギリシャや中
世の思想まで遡りました。やや古いところもありますが、本書は社会思想史の教科書です。時代背景と思想と
のつながりをたいへん分かりやすく解説しています。優れた教科書だと思います。特に、第３章「中世」、第４章
「ルネサンスと宗教改革」、第５章「市民社会の成立」を読むことで、「政治から経済へ」のねらいがよく分かると
思います。 

有江大介『労働と正義：その経済学史的検討』創風社： 
アリストテレス、トマス・アクィナスの解釈については、本書に多くを負っています。 経済思想史におけるアリスト
テレスの正義論の枠組みと、そこからの離脱という問題設定は興味深いものだと思います。専門書なのでみな
さんにはやや難しいかもしれません。 

川出良枝・山岡龍一『西洋政治思想史』放送大学教育振興会： 
時間軸に沿った通史ではなく、トピックごとにまとめれているユニークな政治思想史の教科書です。マキャヴェ
リやホッブズに関連する箇所だけではなく、 「所有権」、「公共の利益」、「正義と善」の各章も本講義と密接に
関連しています。みなさんでも十分読むことができると思います。 経済学と政治学が密接な関係にあることが
よく分かると思います。 

重商主義の経済思想  
美濃口武雄『経済学説史』創成社： 

マンについてはこの本が簡潔にまとめておりお薦めです。穀物法論争期の経済情勢についても分かりやすい
解説があります。 
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小林昇『経済学の形成時代』未来社： 
人口論と貨幣論を軸にしながら、後期重商主義からスミスまでの代表的な経済学者を歴史順に取り上げた概
説書です。学部生向けに平易な書き方をしているのでお薦めです。第２章がヒュームに、第３，４章がステュア
ートにあてられています。 

大森郁夫「新しい重商主義像を求めて」竹本・大森編『重商主義再考』日本経済評論社： 
「重商主義」という概念の有効性自体が今日では問われています。 これまでの重商主義研究は様々な角度か
ら批判にさらされています。 みなさんには難しいと思いますが、学説史研究のホットな雰囲気を伝える本書を
あげておきます。興味のある人は、序章だけでなく他の章もながめてみて下さい。 

重農主義の経済思想  
根井雅弘『経済学の歴史』筑摩書房： 

第１章がケネーです。講義では詳しくふれませんが、経済表の拡大再生産への展開についても平易な解説が
あります。 

古典派経済学の成立  
田中秀夫『原点探訪アダム・スミスの足跡』法律文化社： 

時代背景に即しながら、スミスの理論や政策について解説されています。人名や重要な用語には欄外に解説
が付されています。また多くの図版を用いることで、視覚的に時代の雰囲気に触れる工夫もされています。易
しい言葉で書かれていますが、決してレベルは低くなく、たいへん優れたスミス入門かつ研究書と言えます。
『国富論』や『道徳感情論』に手を出すのに気が引けている人も、本書の６章から８章までだけで結構ですか
ら、ぜひ眺めてほしいものです。 

羽鳥卓也他編『経済学史』世界書院： 
第一章がアダム・スミスです。特に前半が『国富論』の形成過程の解説になっており、スミスの倫理学・法学の
要点をうまく整理しています。手ごろな長さの概説ですので、第一章は容易に読破できるでしょう。 

渡辺恵一「経済学の成立」竹本洋編『経済学の古典的世界』昭和堂： 
シヴィック・ヒューマニズムを重視しながら、 スミス『国富論』の誕生を、自然法思想の発展とスコットランドにお
ける論争を 背景にして描き出したものです。 登場人物は多いですが、みなさんでも十分に読むことができると
思います。 

水田洋『アダム・スミス』講談社学術文庫： 
伝記を中心にしながら、スミスの道徳論から芸術論まで易しく解説しています。たいへん読みやすいスミス入門
書です。著者はわが国を代表する社会思想史研究者です。 

古典派経済学の展開  
美濃口武雄「農業自由化をめぐるマルサスとリカードウ」同編『経済学説史』創成社： 

穀価の変動状況や、穀物法論争の時代背景とマルサス・リカードウの論争の内容を簡潔に紹介しています。 

柳沢哲哉「マルサス」馬渡尚憲編『経済学の現在』昭和堂： 

マルサス『経済学原理』を中心に簡潔にまとめておきました。みなさん向きのレベルです。  

大西信隆『リカードウ新研究』日本評論社： 
リカードウ『原理』のテキストに即した解説です。刊行されてからだいぶ経ちますが、入手可能な最も詳細なコメ
ンタールだと思います。専門的に『原理』を読んでみようとする人向けですので、みなさんにはやや難しいかも
しれません。 

歴史学派の経済思想  
小林昇「フリードリッヒ・リスト」『小林昇経済学史著作集第７巻』未来社： 

リストの波乱万丈の生涯と『体系』と『農地制度論』の内容を解説しています。リストの学説全体を概観するのに
手ごろな分量です。複雑な理論展開もなく、平易に記述されているので、みなさんでも十分に読むことができ
ます。 

田村信一「社会政策の経済思想：Ｇ．シュモラー」高哲男編『自由と秩序の経済思想史』名古屋大学
出版会： 
シュモラーについては本文献も参考にしました。経済学史のテキストですので、みなさんでも読みやすいと思
います。シュモラーの歴史的・倫理的方法について分かりやすく解説されています。 

テッサ・モーリス・鈴木『日本の経済思想』岩波書店： 
江戸時代から現代までの日本の経済学史です。簡潔な記述ですが、日本経済学史を概観するには便利で
す。金井延については本書を参考にしました。本講義では日本の経済学史については補足的に言及するだ
けですので、興味のある方は通読してみて下さい。経済学の発展が時代背景と切り離せいないことがよく分か
るでしょう。日本経済史の知識があると面白く読めると思います。 

マルクス派の経済思想  
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小幡道昭「マルクス経済学」伊藤誠編『経済学史』有斐閣： 
『資本論』に関する解説書は山ほどあります。どれも似たり寄ったりの内容ですが、経済理論の要点がコンパク
トに収まっているので、これを挙げておきます。マルクス経済学の原論を学習する際には、本書のように『資本
論』のあらすじを要約したものを読んでおくと良いと思います。 

鈴木鴻一郎編『マルクス経済学講義』青林書院新社： 
やや古いものですが、上のものよりもう少し詳しい『資本論』の解説として本書の第１篇をあげておきます。手ご
ろな長さの忠実な要約です。ヒルファーディング『金融資本論』、レーニン『帝国主義論』の要約も入っていま
す。 

新古典派経済学  
三土修平『基礎経済学』日本評論社： 

本書はマルクス経済学と一般均衡論との橋渡しをねらいとして書かれた教科書です。一般均衡論について講
義で詳しく言及することができません。通常のミクロ経済学の教科書よりもはるかに易しく、エッジワースのボッ
クス・ダイアグラムやパレート最適について解説してありますので、第５，６章だけでも読むことをお薦めします。
個別の経済学者の解説はありませんが、学説史を意識した展開になっているので、近代経済学の発想の特徴
がかえって分かりやすく把握できるでしょう。たいへん優れたテキストだと思います。 

西村和雄『ミクロ経済学入門』岩波書店： 
今日のミクロ経済学と19世紀の新古典派とは多くの点でズレがありますが、新古典派の発想を理解するのにミ
クロ経済学の知識は不可欠です。本書はミクロ経済学の入門書です。数式をできるだけ使わずに、グラフ中心
で解説しています。経済学科の学生はミクロ経済学の基礎的な概要ぐらい頭に入れておかないと、他の講義
の受講にも支障がでるはずです。数式を用いた議論が理解できない人でも、本書レベルのものは理解できる
はずです。必ず勉強しておいて下さい。この本でもレベルが高いと感じる人は、倉沢資成『入門価格理論』日
本評論社を読むのがよいでしょう。 

根岸隆『ワルラス経済学入門』岩波書店： 
『純粋経済学要論』の解説書です。現代の一般均衡論をベースにしてワルラスの理論を分析するという手法で
書かれています。平易な書き方をしていますが、レベルはかなり高いです。 

橋本昭一編著『マーシャル経済学』ミネルヴァ書房： 
マーシャルに関する論文集です。やや専門的ですが、通常の意味での新古典派に収まらないマーシャル経
済学の幅の広さが分かると思います。むしろ、その後の経済学が無視してとおりすぎていった部分こそ、マー
シャルのおもしろさなのかもしれません。 

井手口一夫『マーシャル』日本経済新聞社： 
やや古いものですが、マーシャルの全体像を扱った解説書をあげておきます。 

ケインズ派の経済学  
伊東光晴『ケインズ』岩波新書： 

ケインズの社会観や政治的姿勢と理論との関係を平易な言葉で説明しています。『一般理論』がどのように新
古典派と違うのか、そしていかなる社会階級の利害にたったものであるかがよく分かります。長年、読みつがれ
てきた名著です。 

宮崎義一・伊東光晴『コメンタール：ケインズ一般理論』日本評論社： 
『一般理論』のテキストに即した、懇切丁寧な解説です。 『一般理論』は難解ですので、原典にチャレンジした
い方は、本書を参考にしながら 読むことをお薦めします。 今日のマクロ経済学は、45度線から説くサミュエル
ソン流に整理されたものがほとんですが、 『一般理論』は総需要・総供給関数が最初の方で登場するので、ち
ょっとびっくりするかも しれません。 

平澤典男『マクロ経済学基礎理論講義』有斐閣： 
非常に丁寧な（丁寧すぎるほどの）解説のあるマクロ経済学の教科書です。 ケインズの概説書ではありません
が、 新古典派とケインズ体系との理論的な相違が詳しく解説されています。 グラフや理論の連関を説明する
チャートが多用された力作で、 マクロ経済学の理論をじっくり勉強したい方にお薦めです。 １、２章は少々とっ
つきにくいと思われますので、ざっと眺めるだけでいいでしょう。 ３章からじっくり読んでください。 

シュムペーターの経済学  
八木紀一郎「ヨーゼフ・シュンペーター」大田一廣他『経済思想史』名古屋大学出版会： 

「動態」・「企業者」・「新結合」といった基本的な考え方を理解するのに手ごろな分量の解説です。簡潔な書き
方ながらも、『経済発展の理論』と『景気循環論』におけるシュムペーターの議論のエッセンスをうまく整理して
います。 

伊達邦春他『シュンペーター経済発展の理論』有斐閣： 
『経済発展の理論』は当時の利子を巡る論争を前提に書かれていますから、いきなり原典にあたると難しいか
もしれません。本書は『経済発展の理論』の詳細な概説書です。理論的な背景についても解説があるので、原
典にチャレンジする前に一読しておくとよいでしょう。『景気循環論』についても簡単な要約が付されています。 
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受講生へのアドバイス 

レポートについて 

「レポートには自分の意見や感想を書かなければならない」 と信じている学生がとても多いようです。
この間違った考えは、すぐに捨ててください。 レポートといっても、その目的によって、書くべき内容は全く違っ
てくるはずです。講義の内容を整理させる目的、ある文献を読ませる目的、何かを調べさせる目的、文章を書
かせる目的等々です。もちろん、学生の意見を求めるレポートもあります。レポートの目的が何なのかををはっ
きりさせてから、書きましょう （出題する教官もはっきりさせる必要がありますね） 。 

文献の書き写し（ひどい場合にはホームページからのコピー）をレポートと勘違いしている人もいます。
かつて、卒業レポートとして文献をごっそり何十頁も書き写してきた学生がいました。アホなことに労力を割くの
はやめましょう。無断引用は犯罪ですよ。 

バラバラにならないようにレポートはホチキスできちんと綴じて提出してください。紙の端を折り曲げて
綴じたつもりになっているレポートなど論外です。ゼムクリップで綴じる人もいますが、外れやすいのでやめまし
ょう。それから、ルーズリーフの用紙で提出する人がいますが、ルーズリーフはやめましょう。 

読みやすい構成、内容、日本語表現で書いてください。そのためには、「提出すりゃいいんだろ」という
姿勢ではなく、 「読んでいただく」という姿勢でレポートを書いてください。これは「教官を尊敬せよ」ということで
はありません。他人に理解してもらう文章を書こうとすれば必ずそういう姿勢になるはずです。  

試験について 

時折、「試験範囲が広すぎる」と愚かにも嘆く学生がいます。試験前に説明しているように、半分とちょ
っとできれば単位はとれます。したがって、単位を取得するためだけならば、全部を頭に積め込む必要はあり
ません。試験に出そうなところをよく復習しておけばいいのです。細かな知識を丸暗記しようとしても、あまり得
点には結びつきません。 

講義をまじめに聞いていれば、試験に出そうなところは分かるように話しているつもりです。 試験に出
る可能性が高いのは、２，３度繰り返し説明するところです。それから、まじめに聞いていない人が多いようです
が、講義の最初に前回の内容の要約を話すことがあります。あれは、試験に出す予定のところを、復習の意味
で話している場合が多いのです。 

私の講義では「復習」と称してプリントの問題を解かせることがあります。これも出題を予想する重要な
手がかりとなるでしょう。プリントと全く同一の問題が出ることはあまりないと思いますが、それを部分的に利用し
た問題をこれまでにも数多く出題してきました。ところが、設問の仕方をほんの少し変えるだけで、手も足も出
なくなる人が多いようです。プリントは復習のためだけではなく、出題を予想するのに利用すると効率的だと思
います。 

論述問題はだらだら書く必要はありません。たとえ短い答案でも、ポイントをおさえていれば甘く部分
点を与えるのが私の採点方法です。逆に、ポイントを外していれば、何十行書いてもゼロ点です。「沢山書け
ば点がもらえる」と勘違いしないように（教官によっては、沢山書かないと点をもらえないこともあるようです）。 

採点例 

【問題】 
スミスの正義論について説明せよ。必ず、「消極的正義」、「分配的正義」、「正義の諸法」という言葉を用いるこ
と（解答行数は指定しない）。 20点満点の場合 

【解答および配点例】 

(1)分配的正義は貧しい人たちが食糧を欲し、労働を得るために他人の所有権を止めてしまう緊急請求権を認

めるなどの施しを説いたものである。 

[2点 分配的正義の説明にはなっているが、スミスとの関連が全くない。また要求されている用語を用いていな

い。]  

(2)スミスは正義の諸法を守ればよいとする消極的正義を主張したが、分配的正義は主張しなかった。 

[6点 書いてあることに間違いはないが、「スミスの正義論」を説明したことにはならない。各用語の意味を理解

しているのかどうかもこれでは分からない。]  
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(3)スミスは何もしないことが相手に害を与えることもなく、結果として全ての正義の諸法を満たすことになるとい

う消極的正義を主張している。また、たとえ意図していなくとも、各人が利己心によって動いたとしても、その利

益は他の人にも自然と分配されるとして、分配的正義も主張している。 

[14点 ポイントはおおよそ理解しているが、スミスは分配的正義そのものを主張しているわけではないのでや

や不正確。]  

(4)スミスは所有権などの正義の諸法を守って隣人に危害を加えない限り、消極的正義が守られるとした。弱者

の救済を積極的に行う正義は分配的正義と呼ばれるが、スミスはトマス・アクィナスのように分配的正義を重視

しなかった。こうしたスミスの主張は資本主義社会に適合的なものといえるが、株式会社や信用創造を認めて

はいなかった点で、今日の資本主義を全面的に擁護するものではないことに注意する必要がある。 

[14点 スミスと分配的正義との関連が希薄。現代の資本主義社会を全部容認するものではないという箇所に

は2点加点しておいた。]  

(5)スミスは、生命・身体の自由、所有権（財産権）、契約の遵守を神聖なる正義の諸法と呼んだ。これ以外に

貧者を救済する義務などをスミスは正義に加えることはなかったために、スミスの正義は消極的正義と呼ばれ

ている。何もせずに座しているだけで正義が実現されている、という主張にスミスの正義についての考え方はよ

く表れていると言えるだろう。こうした主張は一見すると、トマス・アクィナスなどとは対照的である。アクィナスは

緊急請求権を認めて、積極的に貧者の救済を図るべきとする分配的正義を重視していた。しかし、スミスは分

配的正義を積極的に追求すべき正義として語ってはいないものの、貧困の問題を無視していたわけではな

い。文明社会（商品経済社会）では生産力が高まるために、意図せずして最下層まで富裕が広まるという富裕

の一般化論としてスミスは貧困の解決を視野に入れているのである。つまり、追求すべき正義としてではなく、

結果的に分配的正義の状態が実現されるという論法で、伝統的な分配的正義論の課題に答えていることにな

る。このように文明社会に適した正義論と、『国富論』で展開された経済学の議論は、スミスにおいて密接に関

連しているのである。 

[20点 模範解答(約500字)。それぞれの概念が理解できている。他の学説と比較することで、スミスの正義論の

特質が明瞭に論述できている。]  

------------------------------------  

【補足説明】 

論述問題には用語説明の要素も含まれるが、それにとどまるものではない。まず出題者のねらいを考えよ。そ

して、問題の背後に隠されている、講義の大きな流れを見つけ出すこと。  
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