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世界経済分析への古典的視野の再構成

一現代世界経済における需給バランスの不安定性（Ⅲ）

高良倉成

RestructuringAnalyticalConceptsonClassicalLines：UnstableDemand-Supply

BalanceintheWorldEconomy（３）

ＫｕｒａｓｈｉｇｅＴＡＫＡＲＡ

世界総済分析の鱸点と問題次元（鰯57架）

世界貿易の二元的構造の成立と解体（第58集）

世界経済分析への古典的視野の再構成（本巣）

1節分析対象を措定できない「近代」とい

う概念

２節「資本主義」と「世界市場」の限定さ

れた意味あい

３節分業連関と資本蓄積過程についての古

典的アプローチ

４節資本主義的発展と２つの需給バランス

労働力の商品化・非商品化・脱商品化の錯綜

生産力不均等発展と産業需給バランス

現・代世界経済の基層としての２つの需給バラ

ンス

ｌｌＩＩ題にすることはいかにして可能かが問われねば

ならない。かつて松田欝男が「世界史」を「万国・

の歴史」から区別しようと試み')、またプローデ

ル（FBraudel）が「世界一経済world-economy」

を「世界の経済（economyoftheworld)」か

ら区別しようと試みたように2)、世界を表象して

措定しうる分析課題は何かという根源的な問題を

本論文でも念頭においている。

ただし、世界性を多くの政治的権力統治体系を

貫通する社会的諸関係の広域的拡がりという程度

の緩い規定で理解し、世界そのものの定義を詮索

したりはしない。また世界経済分析のみに固有の

概念や用語を詮索することもしない。ここでは世

界性の相を帯びるかあるいはそれと関連する社会

的諸関係の多感構造とその類型概念を蕊序しつ

つ、世界経済分析の焦点を考えたい。１節では、

従来の世界史イメージの吟味を交えて、資本主幾

的か否かかということと近代的か否かということ

とは次元の異なる事柄であることを確麗する。２

節では、類型化のための諸概念と活動原理を指定

する１概念（｢資本主義（的)｣）との関連を再検

討しつつ、「世界市場」や「グローバル化」など

の用語法の危うさと、社会的諸関係の１つの局面

としての世界経済の特徴を示す。そのうえで、資

本主義的蓄被過程の長期史的で世界的な構造をス

ミスーマルクス的論脈で位置づけ直すことを３節

で試み、４節では資本主義的蓄積過程の世界経済

的帰結について補給バランスをキーワードにしな

がら展望する。

Ｉ
Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ
Ｖ
Ⅵ

はじめに

長期史的な脈絡のなかで現代世界経済の特質を

考えることが本研究全体の課題であるが、前回論

文（第Ⅱ文）では貿易パターンの大まかな変遷を

みた。そのさい貿易局面を世界経済の表層と称し

たが、その表現にはそれに対応する深層の構造が

存在することを暗に含意させていた。貿易データ

は、生産活動の結果としての財・サービスのうち

国境を通過した部分についての数量・価格の記録

であるから、深層の構造はそれぞれの国境の内側

にある企業や事業所レベルの活動および世帯の反

応などから把握されうるものであろう。それらか

ら社会的諸関係の長期史的な過程と世界的構造を
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しているであろう。時期区分にまつわる問題に即

しながらそのことを考察しよう。

古代＝古き世、中世＝途中の世、近代＝近世＝

近き世、現代＝現世＝今の世という語義をもつ古

代～現代というのは⑪、何よりもまず相対的な時

期区分として表象されたものである。とりあえず

は「今日」から回顧した過去の時間幅を大まかに

割り振るにすぎないから、それぞれの画期は無概

念的であり、それゆえやっかいな問題が発生す

る。第１は、それが世界史に共通の時期区分かそ

れとも各個別史（国制史や文化史や民族史や産業

史など）ごとに独自に適用可能な時期区分かとい

う問題がある。第２は、今日から過去を振り返っ

て区分するわけだから、今日が進行すればするほ

ど相対区分そのものも流動的になるという問題が

ある。つまり、第１の問題は各個別史相互間での

時期区分の整合性・一貫性の問題であり、第２の

問題は時期区分のさいの時間的基準の流動性の問

題である。その第２の問題は２次元平面上の線分

に擬制して例解すると解りやすい。

線分の一方の端を文明成立時点としての始点

(０点)、他方の端（Ｔ点）は今日を表すとしよう。

そしてo～Ｔの間に、それぞれ順にＡとＢとＣと

いう３つの印をつけ、Ｏ～Ａ区間を古代（古き世)、

Ａ～Ｂ区間を中世（途中の世)、Ｂ～Ｃ区間を近

代（近き世)、Ｃ～Ｔ区間を現代（今の世）と呼

ぼう。問題は、０点が固定されているときに、Ｔ

点が０点と逆方向にたえず引っ張られていくとど

うなるかということにある。純然たる相対区分で

ある場合は、Ｔ点の引き延ばしに対応して４つの

区間それぞれも伸長するはずである。たとえば

1990年時点では中世（途中の世）とみなして議論

していた13世紀の事象は、2990年時点の議論では

古代（古き世）の事象とみなされるかもしれな

い｡

実際には、その画期を第１次世界大戦やロシア

革命や世界大恐慌などに求めつつ、Ｃ点を確定す

ることに多くの議論が費やされてきた｡Ｃ点が固

定されているかぎり、Ｔ点がいかに引き延ばされ

ようと、Ｏ～Ａ区間（古代期）もＡ～Ｂ区間（中

世期）もＢ～Ｃ区間（近代期）も固定的であるこ

とが保証される。しかしながら、この場合にはもっ

ぱらＣ～Ｔ区間すなわち現代のみがたえず伸長す

1節分析対象を措定できない「近代」と

いう概念

（１）世界史の相対的時期区分にまつわる混乱

何らかの社会的諸事象を長期的な時ＩＨＩの推移の

なかに位置づけようとするとき、世界史について

のイメージを前提にしてなされる。特定の時期の

特定の事象の考察にとって、世界史イメージは認

識支援枠組みとなるのかそれとも認餓障害に転じ

るのか。まず、「歴史的に意義あるもの」はいか

にして選択ざれ歴史像として再構成されるかにつ

いてかつてウェーバー〈Ｍ・Weber）が提示した

ものをとつ力､かりにしよう。

それは以下の３つのタイプの歴史への関心を識

別しようとしたものであった,)。第１は「価値分

析としての意味解釈」で、自らの嗜好や美意識}こ

にとって価値ある過去の事象を抽出し意味づける

営みである。第２は、重要と解釈されるある結果

的事象を生起させる原因・誘因となった諸事象を

遡及し、生起した事象の歴史具体的櫛成要素とし

てはめ込むことで、その個性的因果関係（｢実在

根拠｣）を抽出するために必要ときれる歴史への

関心である。第３は、ある事象の類型的特質を抽

象するための構成要素となりうる過去の諸事象

（必ずしも因果関係をもたない）を探査し、問題

対象である事象をより多面的に把握するために参

照する場合で、「認識根拠」の抽出のために必要

とされる歴史への関心である。

ウェーバーの主張の特徴は、歴史的関心におけ

る第３のタイプの重要性を提示したことにあると

思われる。歴史への関心がある特定民族の現在の

あり方への影｣卿を想定して遡及された「実在根拠」

の究明である場合、現在の状態をもたらす方向を

もつべき先行事象の系列として目的論的に解釈さ

れる歴史になりかねないが、第３のタイプの関心

を承認することによってその問題を相対化できる

からである。とはいえ、実在根拠の抽出と認識根

拠の抽出とは実際の研究作業においてそれほど鮮

明に区別できないであろうし、一方は他方をある

-程度前提にしさえするであろう。つまり、歴史像

再構成の営みは「関心」に由来するが、そのさい

ナシヨナリステイヅクな歴史への関心と比較基準

抽出のための歴史への関心とが相互に複雑に交錯

-－１４－
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ることになる。長すぎる現代あるいは不断に膨張

する現代が不可避となり、今日が進行すればする

ほど現代という時代概念はますます不確定的にな

らざるをえない。「現代資本主義論」という議論

がその影瀞力を低下させてきたのは、その個々の

理論的内容の問題というよりも、今日の進行によっ

て「現代」を特定するための焦点が多様化し拡散

することに伴う宿命のようなものといえよう。

ところで、０点とＣ点とが固定されていると途

中の３区間も固定的であるから、中世や近代は比

較的確定した識別基準のようにみえる。ところが、

歴史研究の多くはナショナリステイックな関心の

もとになされるから、国ごとに中世や近代が描か

れる場合が多い。それが先述の第１の問題（各個

別史相互の整合性の問題）の根幹をなす。たとえ

ば、世界史的に共通の時間幅としての中世におけ

るＸ国的状況とＹ国的状況との対比ではなく、Ｘ

国のみに即した時間幅としての中世（Ｘ国の中世）

とＹ国のみの時間幅としての中世（Ｙ国の中世）

とが、それぞれ独立に中世として歴史研究の対象

になったりする。Ｃ点が世界的な同時代性を強く

意識したものであったのに対して、Ａ点やＢ点は

世界史上の相対的時期区分から乖離して国ごとに

特定できるかのような歴史研究が一般化したのは、

おそらく歴史研究における心情的問題意織が民族

的事象への関心にあることが基本的な背景である。

さらに認識手法としてそれを可能にしてきたのは、

世界史の相対的時期区分のそれぞれに照応する社

会体制についての類型概念が存在するからであり、

多くの歴史研究が共通の概念としてそれを踏襲し

てきたからである。よって問題は、それら類型概

念は妥当なものであるか、概念としては妥当であ

るとしてもその適用において整合性が保たれてい

るか、ということになろう。

世界史の相対的時期区分のそれぞれを象徴する

社会体ﾙﾘの型として、古代についてはギリシャ・

ローマ史から、中世についてはゲルマン史から、

近代については西欧史から抽出して当てはめ、類

型概念化したものが定着してきた。古代＝奴隷制

的社会、中世＝封建制的社会、近代＝ブルジョア

的社会である。それはもともとは相対的時期区分

のそれぞれの局面を象徴するケースの抽出であり、

ある１国で継起的に生起するものとして位置づけ

られたものではない。しかし古代一中世一近代と

いう相対区分は、多くの場合１国について適用さ

れてきた。そのさい、古代は奴隷制を尺度にして

中世は封建Ｉ１ｊｉＩを尺度にして近代はブルジョア体制

を尺度にして、それぞれの国について継起的段階

図式が合成される。そして封建的要素として解釈

されうる事象をもとにして、たとえばＸ国の研究

者によってＸ国の中世が、Ｙ国の研究者によって

Ｙ国の中世が描かれるが、その両国の中世は時期

的に大きく乖離したものになりかねない。

（２）価値基準に転化する「近代」

問題は、奴隷制や封建制を個々の国の古代や中

世の尺度にすることに伴う混乱であって、奴隷制

や封建制という概念それ自体に難があるのではな

い。封建的社会は中世期の世界に所在する各種社

会体制を比較する基準であり、ブルジョア的社会

は近代期の世界に所在する各種社会体制を比較す

る基蝋である。要は、それら類型概念があくまで

比較の基準であって、各社会の実在状態や変容過

程が正常であるか歪んでいるかを判定する価値審

査基準や資格審査基準ではありえないことにあ

る⑪。

歴史観に内在してきた概念の混乱は、前近代性

(非市民性＝非民主性）と近代性（市民性＝民主

性）との対照図式を多用する論４１i【の風潮を支えて

きた。しかしながら、近代性をめぐる繊繍は､関

連づけうる話題がいかに豊富であろうとも、また

事例研究的詮索のための傍証材料がいかに豊富で

あろうとも、歴史認織としても構造認識としても

きわめて単純な議論である。歴史認識として単純

である理由は、近代性の有無や程度で１つの画期

を特定するだけに終わりかねず、実質的に２段階

史観に陥ることにある。構造誕識として単純であ

る理由は、近代性という基準による社会的諸関係

の在り方の識別が、消費様式にも生産様式にも流

通様式にも統治形態にも文化パターンにも適用き

れ、要するに対象設定すべき表象が無限定的であ

るがために社会的諸関係の分析次元を特定できな

いことにある。

それぞれの国について、古代＝奴隷制的→中世＝

封建制的→近代＝ブルジョア的、という継起的図

式が適用される歴史観を「単線的（発展）史観」
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のイギリスを判定基準にすると、それ以外の近現

代期のほとんどの社会の移行過穏は歪んだものと

して描かれるということを象徴する議論であると

思われる。

イギリス的経験を基準にしたそのような資格審

査まがいの判定は、必ずしも日本人研究者の日本

分析に固有のものではなくて、むしろ一般的な偏

向であったようである:ｎ．産業革命の経験におい

て「なぜイングランドが最初であったか」という

産業革命研究の問題設定自体が、過度の思い込み

に根ざしているというクラフツ（ＮＦ.Ｒ､Crafts）

の痛烈な論壇批評もある。それによれば、もし最

初の産業革命がイギリスの経験に特有のものでイ

ギリス経済の過去からの趨勢に関連しているとす

れば、イギリス経済の過去の経験は産業革命にとっ

てより好ましいものであったにちがいないとして

処理されると同時に、そのことの裏返しとして、

産業革命以前についての国際比較においてイギリ

スとは異なる社会経済上の特徴をもつ諸国は、産

業革命に適合的条件をもっていたイギリスとは異

なるがゆえに、それらの特徴は産業革命に不適合

なものとして描かれることになる'２１。そのことの

帰結として、イギリス社会の実体的属性を特権化

したパラダイムが成立する。

①奴隷制という生産関係的土台に上部構造要素

としての古代的国家が対応している類型、②農奴

制という土台に上部構造要素としての封建制が対

応している類型、③資本・賃労働制という土台に

上部構造要素としてのブルジョア腱|家が対応して

いる類型というのは、世界史上の理念型として各

時期区分における多様な諸社会の比較の基準とみ

なされるかぎりは正当であり、封建制や奴隷制を

経験しなかった社会もそれらを経験した社会と対

等に扱われうる。しかし、それらが個別国の歴史

において段階継起的移行関係（ないし歴史的因果

関係）にある諸類型とみなされるとき問題が生じ

る。とくに、イギリスを軸とする西欧史から抽出

された類型②から類型③への移行過程を近代化と

みなし、また類型③を近代化の到達度を測る規範

的尺度としての真正状態とみなすと、イギリスを

特権化することになると同時に比較の対等性が失

われることになり、世界史の相対的時期区分であ

るはずの近代が国ごとの社会的進化の度合いを判

と呼ぼう。近代ブルジョア的社会の成立の「実在

根拠」を封建的社会における非（反）封建的要素

の展開に求めるというように、あるいは逆に近代

的社会の未成立（ないし未熟さ）の「実在根拠」

を封建的遺制の強固な残存に求めるというように、

この単線的史観では「認識根拠」であったはずの

類型基準が個々の国における「実在根拠」の抽出

に転用されているのである。

かつて、封建制的社会から近代ブルジョア的社

会（これはしばしば資本主義という語で極き換え

られた）への「移行」の経路と要因をめぐる多様

な論争があった6)。その中心的争点は、農業生産

力が上昇して農奴制という生産関係的土台をつき

崩していくなかで封建制的なものが衰退し近代ブ

ルジョア的なものが生成・発展すると捉えるか

(内因説)、あるいは封建的類型の社会といえども

農村の農奴制のみでなく都市とその商工業者も含

まれるからそれを媒介とする市場機会の刺激が農

奴制を変容ざせ封建制を衰退させることを重視す

るか（外因説)、という対立であった。いわゆる

ドップ（Ｍ・Dobb）＝スウイージー（P､Sweezy）

論争ないし西欧移行論争である7)。それはイギリ

スの経験をどう分析するかという限定された

テーマを超えて、イギリス以外の経験に多様に応

用されてきた。その応用において、しばしば単線

史観的要素と近代主義イデオロギーとが混入して

きた。

内因説の日本版としては、ウェーバー的人間類

型論と農村工業企業家の系譜的出自についての議

論とを結合しさらに局地的市場圏論を加味した大

塚史学が展開された8)。内因説が共通して依拠し

たのは、イギリス史を素材にして手工業者や農村

家内工業従事者から工業企業家が発生｡台頭する

ことを「其の革命的な道」的移行と特徴づけたマ

ルクス「資本鶴」の叙述である9)。戦前期の日本

社会が半封建的で特殊であるとした山田盛太郎の

「日本資本主義分析』もまた、「其の道」的移行パ

ターンを判定基準にしたものであった10)。山田や

大塚が日本社会を半封建的とか前近代的とか特徴

づけたとき、問題としている時期の日本に農奴制

や封建制が存在することを根拠にしているのでは

なく、「其の道」的移行とは異なる梯相が展開し

ていたからにすぎない。「其の道」を経た近代期

－１６－



高良：１１t界経済分析への古典的視野の再楠成

定する価値雌準にiliZ化させられる。

以上、歴史観における観念の柵造にこだわった

のは、安本王錠的瀞積の進行に伴う社会変容過穏

の分析のさいに、同一社会内での資本韮毅的部門

と前近代的部|】'1との同時存在を想定することには

珊満的根拠がないことを示す必要があったからで

ある。ただし、二亜構造や多重構造が存在しない

ということを主張しているのではない。それぞれ

の社会においては、程度の差はあれ資本主義的部

門は部分的柵成要素であり、非資本主錐的部門と

並存する。111]題は、その非資本主錠的部l1Iを前近

代的とみなすいかなる根拠もないということにあ

る。

(資本家的)」という形容詞に転化する。それは過

程の推進動機を含意させた運動概念であるといっ

てよい。

他方で、生産過程の複合的構造から展望される

社会的洲関係の時代的特性に関する認識がマルク

スにはあるが'５)、その含意についてマルクスの叙

述そのものを離れて考察してみよう。生産諸要素

の具体的性質の結合が実現される労働過程や生産

過程の様式化されたあり方は、それら過程が展開

する直接的な場である個別事業所のレベルで把握

された特性から榊成される。ただ、個別的に多様

であるだけであればあえて「様式」を問題にする

必要はなく、ある一定の社会的共通性ないし一般

性を識別しうるときに様式が問題となる。それゆ

え、労働過程編成の共通性がみられる事業所群の

生産がそれ以外の事業所の生産とは区別しうる場

合に、生産撤式を問題にすることができるという

ことになる。ある特定の産業活動に従事している

事業所群は、他の産業の事業所とは区別されうる

何らかの生産の様式を共有するであろう｡機械制

工場群は職人の工房とは異なった生産の様式を共

有しているであろうし、賃労働の直接雇用に立脚

している事業所は内部請負制に立脚している事業

所とは異なった生産の様式を共有している。それ

ら労働対象の特性や労働手段の特性や労働管理方

式の特性などの識別基準から抽出しうる「様式」

はいぜんとして多様性に満ちてはいるが、それは

個別性を超えた種別的多様性であろう。労働対象

や労働手段や労働管理方式などの特性から生産様

式が識別されうるということは、産業の群生や技

術革新や組織変化などの度合いが激しいほどある

社会の生産様式はより多様性に満ち、逆に農業が

基軸であり続ける社会のようにそれらの変化が遅々

としているほどある特定産業（農業）の生産様式

が当該社会の全般的な生産様式を代表するという

ことになる。

労働・生産の社会的様式を区別するというのは、

いわば類型概念の問題である。「資本主義的生産

様式」という場合、それは運動概念と類型概念と

を結合したものであるが、生産様式のほうは多様

な具体的類型がありうる。近代的・前近代的とい

う二分法はその多様性認識を阻害する可能性があ

る。たとえば「問屋」が賃仕事を広範に組織して

2節「資本主義」と「世界市場」の限定

された意味あい

（１）類型概念と運動概念との複合

資本主義的か否かという問題と近代的か否かと

いう問題とはまったく別の次元の事柄であり、非

資本主義的であることと前近代的であることも別

の次元の事柄である、ということを前節で検討し

た。つぎに本節では、資本主義的な活動・現象と

それが織りなす構造・過程の固有の性格について

考えよう。その性格づけにさいしてはマルクスの

言説がいぜんとして重要な手がかりとなる。

マルクス理論において論理展開を主導するのは

｢資本」である。ケネーやスミスの影聯を受けて

社会的分業の広がりと循環構造を重視したことも

あって、資本とは分業を論じるうえでの諸範購に

よって説明されねばならないと同時に、その資本

が分業の諭契機を維持し創出していく連動主体と

して設定ざれ諸範鴫の関連づけを与えるものでも

ある'抑。そのことは交換価値と使用lillililI、価値増

殖過程と労働過穏、剰余労働と必要労働、拡大再

生産と単純再生産というふうに、一方が他方に対

して能動的性格をもつ対概念をマルクスが多用し

たことにも表れている。そして、「ブルジョア社

会のいっさいを支配する経済力」Ｍ)と称された資

本にはそれぞれの対概念の能動的部分が含みもた

され、「資本が……する」という表現が多用され

ることになる。さらにこの表現は、より具体的・

現実的対象を想定している場合には「資本主義的
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事業組織を成立させる場合問屋制（家内）工業と

呼ばれるが!`)、産業資本家の系譜を特徴づけよう

とした大塚久雄は、問屋制工業に包摂されている

生産者厨を比較して、大陸ヨーロッパの場合は手

工業ギルドの規制に拘束された職人たちであった

のに対して、イギリスの場合は活力に満ちた「中

産的生産者層」であったことを強調した'１)。その

ような大塚的説明の含意は、問屋制工業という産

業組織を近代的なものと前近代的なものとに色分

けすることにあるといってよい。しかし問屋制度

の根幹は近代性の有無や程度という問題とは次元

が異なり、問屋（商人問屋であれ製造問屋であ

れ）が外注依存するにさいして、加工前の労働対

象と加工後の製品の所有権を保持しているという

生産機榊の１つのあり方である。それは農村家内

工業や都市内職的家内工業や職人的家内工業など

を賃仕事として包摂するし")、準備・仕上工程の

集中作業場としてのマニュや工場をしばしば含

む!,)。

国民経済が生産様式の多様性を内包して成立す

ることにこだわった稔者の１人であるアルチュセー

ル（LAlthusser）は、法的・政治的・イデオロ

ギー的な諸要因の拘束を受けながら実現される生

産諸要素の結合の在り方として、生産様式は概念

的に把握できるということを強調した､)。そのア

ルチユセールの主張の含意を、資本主義的な生産

も非資本主義的な生産も含めて多様な生産様式が

複合的に共存する社会の構造把握へ援用したのが

「接合論」であった2,．他方で、資本主義的生産

にかぎって、生産の様式の種別的多様性のみなら

ず諸様式のあいだに一定の段階性を見いだした、
あるいは少なくともフオーディズム的様式とそれ

以前の様式との差異を見いだしたのが、おそらく
レギユラシオン・アプローチであると思われ

る劃。

Ｌ生産様式の多板性に対して、労働過程の諸要素

とその編成のさいの目的動機から生産過程を拘束

している基本的編成原理を表現するのが「資本主

義的」ということであり、種別的に多様な生産の

様式を運動概念の次元で包括することを可能にす
る。資本主義的であるとして括りうるのは、労働
過程を規制する目的動機の共通性としての増殖で
ある。奴隷の労働であれ、職人の労働であれ、家

内労働者の労働であれ、半熟練労働者の労働であ

れ、資本に直接ないし間接に包摂された労働過程

は資本主義的生産の範嬬を構成する。資本主幾的

であるという点では共通していても、その生産様

式力職別的に多様であるかぎり、「資本主義的生

産」とはある特定の生産様式にのみ与えられる特

徴ではないと考えるべきであろう。そのことは、

名詞形での麟本主義」という語をマルクスはけっ

して用いなかったし、用いるときはつねに「資本

主義的（ないし資本家的)」という形容詞として

であったことと関連していると思われる動。なぜ

なら、それは増殖運動への指向性を表すときに用

いられるのであって、何らかの体系や櫛造を指す

ものではないはずだからである釦)。構造や体系を

指し示す概念として「資本主義」を定義すること

は、また「近代ブルジョア的社会」の代名詞のよ

うにこの語を用いることも、常識に反して、マル

クス理論とは無縁であるといってよい。

ただ、生産様式が生産事業所の特性から把握さ

れうるということは、それが窮屈で限定された射

程しかもたないということでもある。同時代に併

存する諸国がそれぞれの比較優位櫛造に応じて産

業構成が多様であるかぎり、諸産業の労働力需給

とその調整のあり方を反映する労使関係や労働市

場も多様性をもち、資金需給とその調整のあり方

を反映する金融システムも多様性をもつはずであ

る。生産様式概念に固執するよりも、より柔軟で

包容力のある概念で再構成したほうが現実的であ

ろう。たとえば宇野弘蔵は「資本蓄爾様式」とい

う概念を提起し、それが時代段階的に異なると同

時に、ある段階においては「諸相」として併存す

ることを強調した動。また近年の「資本主義の多

様性」をめぐる諸論調も多様性認識としてより豊

かであると思われる灘)。要は、本論文では生産様

式概念それ自体にこだわっているわけではなく、

資本主義的生産も、資本主義的企業も、資本主義

的経済も、運動原理（｢資本主義｣）は共有してい

るが具体的類型は多様であることを再確認してい

るのである。

（２）派生観念としての「世界市場」

生産様式は生産の過程に関わり、資本主義的か

否かはその過程を遂行する目的動機に関わる。で
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は、生産過程の結果に関わる問題はどうか。もは

や交換取引は「見える市場」という社会的に局部

化された爽在の場で展開されるのではないから、

必要投入物を聯入して労働過程で加工・変形した

婦結としての産出物を販売する駆業組織は、その

麓出物の販売局面を漠然と市場として観念する。

それは不確実性を特徴とする不可視の販売可能性

の場であるがゆえに、観念なのである。投入物の

購入局面に対しても市場という観念が成立するが、

しかし朧入局面での不確実性は労働過程の萠新や

原材料供給iPi`との長期安定的関係の梢築などによっ

て組織的調雅の余地があるから、市場観念の強さ

は販売局而ほどではないであろう。交換媒介的分

業に辿繋している各種の事業組織は、販売局面に

おける競合的相互依存の場を市場として観念する

のであり汀)、とくに販路拡大志向の強い事業組織

のjl&合は「世界ilJ場」という観念に行き鞍<であ

ろう。

その場合の「世界」も漠然としたものであって、

競合的相互依存の場が国境超越的であるという意

識が強まれば世界市場という観念が派生するので

ある。それゆえ世界市場というのは、実体的に範

囲を特定するようなものとしては定義できない。

マルクス的に推論された世界市場もまた、そのよ

うな資本主義的事業組織が不可避的に抱く観念を

表現したものと考えたほうがよい。「資本が・・・

する」という原理論的叙述スタイルのもとでマル

クスがしばしば用いた「資本の世界市場創造傾向」

にしても、世界市場が実際に成立したのはいつ頃

かという問題設定で踏襲すべき性質のものではな

い。そのようにして踏襲することは．l世界市場を実

体視することを意味するからである嵐)。

しかしながら、世界市場というのが観念である

のは、定期市や大市などのTi]｢視的市場が蕊過しつ

つ交換取引が発達するなかで市場そのものが不可

視の観念に転じるように、あまりにも自明のこと

ではなかろうか。また１国分析のさいには市場を

論じるのではなく経済を論じるはずであるが、な

ぜ世界経済ではなく世界市場を論じるのか、分析

対象として措定すべきなのがなぜ世界市場なのか、

という問題もあろう。「資本が・・・する」とい

う原理鯰的叙述スタイルをそのまま無媒介的に応

用することの落とし穴の１つがそこにあるように

思われる")。本山美彦が強調したように、マルク

スの叙述で多用された世界市場とはあくまで原理

的叙述を進行させるために資本主義的生産の結果

から派生する諸問題を留保しつつ捨象するための

にぶ」であって、それ力泄界経済を具体的に飴

じるための前提となるわけではないno)。

要するに、諸生産様式という比較剖騨』の股定も、

事業者MHでの競合的相互依存の観念形態としての

世界市場という概念の設定も、それら自体は有用

であり正当である。しかし、それらを近代化論的

単線史観を雅蝋にした資格審査と、資本の観念を

実体還元的に現実擬|側する世界市場論に歪曲する

ことは批判されねばならない。そして、資本主義

的か否かを「近代性」の問題と区別すべきである

と同時に、資本主義的活動との関連を問われるべ

きは、観念としての世界市場ではなく、榊造とし

ての世界経済である。

ここで近年多用されている「グローバル化」と

いう表現についてある程度論評することができる。

この譜は、財・サービス、通貨、人々、悩報、規

範、文化、慣行などが国境をまたがって相互に流

動・浸透する度合いが増すことを表現する。しか

し分析対象を措定できないほど多様な事象に便宜

的に使われている点において「近代化」という用

語法と類似している。またとくに企業サイドから

発信される場合、競合的相互依存から派生する観

念を表しているという点において「世界市場」と

いう観念と類似している。たしかに、それらは非

現実的な観念ではなく、現実を背蹟とした歴史的

プロセスとして顕在化してくる観念であり、それ

ゆえまたその「実在根拠」の究明作業の対象にな

りうる。それは本論文の射程を超えるが、ここで

言いうることは、分析対象を措定しにくくしたり、

価値瀞査・資格審査まがいのイデオロギー偏向の

概念に転化したり、グローバル経済やグローバル

社会を擬ＩＭＩ的に想定する危うさを「グローバル化」

論が秘めているということである軸)。

（３）経済原則充足要件からみた社会システム

資本主義的活動と世界経済との関連を問うには、

考慮すべき社会的諸関係を明確にしておく必要が

あるが、まず各種社会システムには再生産体系と

しての特性を有するものとそうでないものとがあ
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ると想定しよう。再生産体系としての社会システ

ムとは、典型的には世帯や企業である。法制度や

文化的通念体系や国際条約体制などが再生産体系

ではない社会システムである。個人は一方ではそ

れぞれ再生産体系のなかに所属することによって

社会関係を形成し、他方では再生産体系以外の社

会システム群を媒介とした社会関係をも形成する

という想定である。その区別を念頭においたうえ

で、経済学的には再生産体系としての社会システ

ムとその交換媒介的分業連関が中心的検討対象に

なるものとみなそう。

再生産とは、生産と消費が展開されていて、生

産が消費を可能にすると同時に消賢がまた次の生

産を可能にするという関係を繰り返すことである

が、再生産体系としての社会システムには充足せ

ねばならない絶対条件があり、宇野弘蔵によって

「経済原則」と呼ばれた。つまり、自律的に存続

可能な再生産体系であるためには、当該社会シス

テムの消費はその生産を恒常的に上回ることがで

きないという単純明快な根本原則のことである羽）

ただし、経済原則はある社会システムが再生産体

系として持続可能であるための最低限の条件であ

るにすぎず、その原則を充足する具体的メカニズ

ムや一時的な非充足にさいしての調整過程につい

ては、この概念自体は何も語らない刺。しかし、

資本主義的蓄積過程と交換媒介的分業連関との相

互規定関係を考察する基本的視点を明確にするた

めにも、経済原則についての認識は重要である。

再生産体系は、その存続のためには経済原則の

充足を絶対的な条件とする社会システムであるが、

その場合の生産は当該再生産体系の存続のために

労働力を提供する人々によってなされる。それら

労働力によって経済原則の充足が実現されている

場合、それら労働は当該再生産体系にとって「生

産的」である、すなわち「生産的労働」であると
位置づけることができる。

まず、もっとも基本的な再生産体系である世帯

の場合の経済原則充足要件は、世帯消費が世帯所

得を上回らないことであると考えられる。これは、

個々の世帯楠成員がいかなる行動原理や心理性向

をもつかに関わりなく、それぞれの世帯が存続可
能であるための殿低限の条件であろう。世帯にとつ

～でjその成員のすべては消費者であるが、有業者は

その一部であり、有業世帯員の実現する所得が全

世帯員の消費を可能にするとき、当該世帯の経済

原則は充足され、有業世帯員の労働は当該世帯の

観点からみて生産的労働である。そのような世帯

にとっての経済原則充足問題とは、消費と所得の

バランスにある。消費は生理的ニーズのみならず、

社会的．文化的誘因から派生するニーズにも規定

される。所得は実物形態と貨幣形態とからなるが、

それらを実現するための労働力の供給は自家生産

のための環境条件や被雇用先の労働条件などに規

定される。

企業の場合の経済原則充足要件は、交換媒介的

分業連関のもとで販売額が総費用を上回ることで

ある。それは企業の組織構造がどのようなもので

あろうと、また企業の人的構成員である経営者や

中間管理者や一般労働者がそれぞれいかなる心理

性向をもとうとも、企業が存続可能であるための

最低限の条件であろう。とくに雇用労働者に依存

する企業の場合、雇用労働者たちの労働がその賃

金を上回る付加価値を実現することが経済原則充

足要件であり、その場合それら労働は当該企業の

観点からみて生産的労働となる。雇用労働者に依

存する企業にとっての経済原則充足問題とは、生

産と分配のバランスにある。

個々の世帯や企業とは異なり、世帯群や企業群

が多数併存して相互依存関係にある国民経済はよ

り高次の再生産体系である。国民経済の経済原則

充足で問題になるのは、国民所得勘定ないし国民

経済計算の分配局面の指標と関わる。というのは、

国民経済が充足すべき経済原則とはおそらく「マ

ルクスの定理」とも称される「純生産可能条件」

であり、マクロ的な付ｶﾛ価値が労働分配分を上回っ

て余剰を実現することであると考えられるからで

ある卿)。現実のマクロ経済的指標でいえば、ＧＤ

Ｐや国民所得が雇用者所得を上回って営業余剰を

実現していることを意味する。それは、個々の企

業がどのような運営方針に立脚しようとも、国民

経済が持続的に存続するうえでマクロ的に充足せ

ねばならない最低限の条件である。個別企業の場

合と同様にここでも生産と分配のバランスが経済

原則充足問題となるが、さらにここでは国民経済

的次元の生産性や経済効率を左右する産業構造や

産業組織のあり方も焦点となろう。
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国民経済とは異なり、世界経済には固有の経済

原則はおそらく存在せず、この体系的次元そのも

のにとっての経済原則充足問題も存在しない。世

界経済は、それぞれの国民経済のもとで諸種の産

業に従事する企業群とそれに労働力を供給する世

帯群とが、直接・INI接に交換媒介的分業連関を形

成している姿態であり、世帯群と企業群と諸国民

経済を前提としつつそれら異弧次元の再生産体系

の力学が交錯する。この体系次元で問題になるの

は、国際通貨の安定性や信頼性の問題もあるが、

何よりもまず基本的なのは個々の産業ごとの諸国

横断的な需給の動向であり、それと関連する各国

民経済内での産業櫛造と労働力楢造の変動である

と,思われる。

ところで、資本主義的か否かは、各再生産体系

が関与している生産・供給活動における活動原理

の基本的性格によって規定するものであった。つ

まり、「最大化」行動であるかどうかは別にして、

利潤の実現・拡大を第一義的な原理としている活

動は資本主義的である。そのような活動原理を鱗

別することに多くの社会経済分析がこだわってき

たのは、資本主義的活動が社会の多くの局面に浸

透する過程を分析するために、諸種の事業活動を

資本主義的なものと非資本主義的なものとに大ま

かに分類する必要があったからであった。その職

別のためにここでは「部門」という用語を当てよ

う。利潤の実現・拡大を第一義的な活動原理とし

ている蠣業群を資本主義的部門に部門)、そう

でない事業群を非資本主義的部門（Ｆ部門）とす

るのである。この場合の部門とは、それ自体が経

済原則の充足という制約条件をもつ社会システム

(再生産体系）ではない。あくまで、多くの事業

群を一定の識別基準で分類するためのものである。

事業収益をさらに追加投資することで増殖運動

を展開する活動原理が「資本主義（的)」である

が、そのような活動原理が支配的となっている企

業が資本主義的企業であり、資本主義的企業によっ

て営まれる事業群を総称したのが資本主義的部門

であり、資本主義的企業の活動が中軸となって経

済原則が充足される場合の国民経済が資本主義的

経済である。他方で、非資本主義的事業の主要な

櫛成要素は、親方職人の居住する小工房や、土地

所有権や耕作権を有する小農や、小商人などのよ

うにしばしば世帯である。そのような非資本主義

的な事業活動を総称したのが非資本主義的部門で

あるが、それは前近代的で非交換関係を特徴とす

ると誤解してはならない。

農業においては小経営（交換媒介的分業連関に

包摂される非資本主義的事業）が残存・再興する

のが一般的であったにもかかわらず、全面的「資

本主凝化」が論壇において誇張されてきた。それ

に対しては多くの批判的知見が蓄瀬されてきた

が3s)、本研究ではさらに非農業をも含め、さらに

現代的な特質として、非資本主義的部門の残存・

再興が資本主義的発展と併存することを視野に入

れている。

3節分業連関と資本蓄積過程についての

古典的アプローチ

（１）集租利益とく中心一周辺＞栂図

前節で、交換媒介的分業に直接・間接に関わり

をもつ再生産体系のタイプや性格を考察してきた。

それを踏まえて、世界経済分析の古典的アプロー

チを再柵成しよう。まず、リカード比較生産費説

の延長上で展開される国際経済分析とは異なった

観点を浮き彫りにするために、スミス「諸国民の

富」を参照する。

「諸国民の富」における「序論およびこの著作

の輪郭」によれば、富とは年々生産される消費財

集合のことであり、各社会の富裕の度合いを比較

する指標は消費者１人当たりの消費水準である。

自然条件を所与とした場合、その富裕度を左右す

るものとして、分業の効果としての熟練・技巧・

判断の向上による就業者１人当たり生産の上昇と、

就業人口の非就業人口に対する割合の上昇という

２つの基本要因をスミスは挙げている。ある年に

生産されたすべての消費財の価値をＣ、全消費者

は全人口に等しいとみなしてＰとすると、スミス

のいう富裕度指標はＣ／Ｐに相当する。その年の

全生産を付加価値総計（Ｙ）とみなし、就業人口

と非就業人口をそれぞれＬとＮで表すと、スミス

が富裕度を左右するとみなした２つの要因とはＹ

／ＬとＬ／Ｎということになる。Ｙには投資支出

に対応する部分が含まれないという仮定と、非就

業人口のみを消費者とみなすとすれば、Ｃ／Ｐ＝

－２１－
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があるということを論じるための布石というl1lilii

をもっていたのである釦'・交換媒介的分業は遮輸

上の利点を有する場所をそれぞれの地域的拠点と

しながら形成され、製造業にとっては食料生産業

が近隣に所在する必要はないと同時に、製造業に

おける分業の進展と生産性上昇による原材料生産

業に対する需要拡大効果も、近隣に限定されない

各地域へと広範に波及する劫。製造業が所在する

地域における生産力上昇による「中心」の形成と、

それと放射状に連繋する食料生産業や原材料生産

業の所在地域である「周辺」という広域配置的構

図が、実質的には描かれているといってよい。

そのように中心一周辺的広がりをもつ交換媒介

的分業の観点からは、「比較的上質で改良された」

ないし「遠隔地販売に適する」製造業（それを競

争優位的製造業と呼ぼう）が重視されるが、それ

は２つのタイプに分けられる鋤。第１は輸入代替

生産として成立する「外国商業の子孫としての」

競争優位的製造業であり、第２は国内諸地域の製

造業がしだいに精巧化されるというかたちで内発

的に成長した「農業の子孫としての」競争優位的

製造業である。先の理念的モデルを１国的モデル

として解釈すると第２のタイプが排他的に重要視

されかねないが、スミスが当時の現状認識におい

て一般的なタイプとして強調したのは輸入代替型

のパターンであった側)。

他方でスミスは、投下資本の土着性の程度と投

下資本当たり雇用吸収力の程度との関連を問題に

した。資本の投下部面として第一次産業、製造業、

卸売業、小売業の４つを挙げ、一次産業や小売業

への投下資本はその立地点の土地に束縛されると

同時にそこの社会成員に属しているが、製造業へ

の投下資本はそれが立脚する土地に束縛されると

はいえ当該社会の成員に属するとはかぎらず、さ

らに卸売業への投下資本は何ら固定的で必然的な

滞留地をもっていないことを強調した⑫)。それゆ

え、小売業を除いて考えると、卸売業、製造業、

一次産業の順にその充用資本は浮動的性格を強く

もっており、ある特定の社会の就業者との,瞳１ＭP的

な結びつきの度合いもその順に応じて弱いという

ことになる。「諸国民の富」には「全編を通じて、

ひどい涜本不足の環境が暗々裏にみられる」４，１と

いわれるように、ある国で充用可能な資本は以上

Ｙ／Ｎ＝（Ｙ／Ｌ）（Ｌ／Ｎ）となるが、しかし

それはかなり無理な仮定であるといわねばならな

い。スミスの含意を失うことなくすっきりきせる

ためには、富裕度指標はＹ／Ｐで置き換え、Ｌ／

ＮはＬ／Ｐで置き換えたほうがよかろう。そうす

ると、Ｙ／Ｐ＝（Ｙ／Ｌ）（Ｌ／Ｐ）となってすっ

きりする。そのうえで、右辺の２要因（労働生産

性と労働力率）それぞれに関連する『諸国民の富」

の本編の叙述を整理しよう鐘)。

スミスは、多くの事業活動が自己消費補填分を

超過する余剰（それをスミスは「交換力」と呼ん

だ）を生みだし、それら余剰の相互交換の経験が

積み重なっていくと交換媒介的分業の広がりと密

度が進展して、交換実現のさいの不確実性が低下

することによってある社会は「商業社会」へと至

ると特徴づけた釘)。この認識枠組みのもとに、交

換の広がりと密度とを進展させる起源としての農

業（具体的には食料生産業）を位置づけるという

分析手法がとられた。

スミス的分析の要点を把握するには、ある社会

における産業活動は食料生産業と製造業と製造用

原材料生産業の３つから成ると想定する必要があ

る。食料生産業の労働生産性が上昇すると余剰が

この産業で形成されると同時に、より少ない労働

者で全社会の食料需要を満たしうるから、この産

業から労働力の一部が解放される。交換の不確実

性が制約条件とはならないかぎり、食料生産業の

就業者の相対的縮小に伴って、食料を交換で入手

して生計を立てる製造業と製造用原材料生産業の

就業者は増大する。就業者が増大した製造業で

は、製造事業所内での労働過程分業と事業所間で

の分業の効果によって生産性が上昇すると同時に、

製造用原材料生産業の生産物に対する需要も増大

させる。要するにスミスは、余剰の増大による相

乗効果の波及経路が、食料生産業→製造業→製造

用原材料生産業であることを示そうとしたのであ
る。

ただ、その食料生産業主導型モデルはたしかに

原理的ないし理念的モデルであるが、しかしある

特定の国民経済において完結するものとはみなさ

れていなかった。現実には、近隣地域の食料や原

材料の供給増大という前提状況なしに、都市や工

業を拡大させたもの（近隣農村以外からの供給）

－２２－
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３つの産業部面のすべてを満たすのに不十分であ

るとみなしていたスミスにとって、まず何よりも

一次産業に充用される資本の割合が大仁なるのに

応じてその国内で活動させられる就業者（スミス

の直接的表現では「生産的労働の麓｣）は大にな

るであろうし、そのつぎには製造業の効力が大き

く、卸売業はもっとも効力が弱いということにな

る。

ただ、浮動的性格が強いということは投資先が

より自由に選択されるということでもあろう。そ

して一定の好条件が満たされれば、浮動的なもの

ほど蒋定の拠点に集積しやすいことを意味するは

ずである。それゆえ、地理的な集積現象は卸売業

がもっとも顕著で製造業がそれに続き、一次産業

（食料生産業や原材料生産業）はもっぱら広範に

散在することを特徴とするということになる。

そして商人資本が媒介する諸国横断的な分業連

関の広域的広がりのなかで、一方では相対的に希

少な資本をより多く引き寄せ競争優位的製造業の

輸入代替に結びつけえた地域が台頭し、他方では

それら地域の製造業における分業の進展から波及

効果を受ける地域が台頭する。そしてそれら諸地

域にまたがる分業連関のなかで、Ｙ／Ｌの上昇

（とくに製造業が主導的な国の場合）とＬ／Ｐの

上昇（とくに－次産業が主導的な国の場合）の少

なくともいずれかによって、富裕度（Ｙ／Ｐ）が

上昇する国民経済が台頭する。それがスミスの主

張の含意であると解釈したい。

「物質文明一市場経済一資本主義」という三鬮

櫛造図式によるプローデルの世界史論を踏襲した

ウオーラステイン（1.Wallerstein）は、１６世紀

以降に顕在化していく「近代世界システム」ない

し「資本主義的世界-経済」を、交換媒介的分業

に連繋している各地域の諸種の生産単位の多様な

労働管理様式の類型化を軸に描いた")。それは

｢新スミス主義」と批判的に評されたが③、その

批判の当否は別にして、たしかにスミス的榊図に

共通する－面を強くもっている。ヨーロッパ諸国

の工業化過程については、ポラード(S､Pollard）

がスミス類似と思われる説明を与えた⑥。それに

よると、ヨーロッパの工業化は国ごとに生起した

過程ではなく、ある地域での農業の発展が農業の

劣位な他の地域での初期工業を刺激し、ある地域

での工業の発展は他の地域での脱工業化過程と同

時進行し、また－部工業が残存する中間的地域も

顕在化するという複合的過程であり、それぞれが

相互連動的な分業連関の環節を構成していた。

スミスが製造業を軸として形成される中心と食

料生産業や原材料生産業を軸に形成される周辺と

いう構図を描いたことは、製造業の個々の事業所

における労働過程分業の生産性効果と並んで、実

質的には中心における集積の利益（諸製造事業所

間分業の生産性効果）を強調したことを意味しよ

う。製造業を軸とした資本主義的部門の蓄積のも

とで集積の利益が顕在化するということは、技術

革新からも規模の経済からも独立した生産性上昇

効果を意味している⑪)。リカードとは異なって収

穫逓減的産業分野の想定はスミスの論述のなかに

は見いだしにくい（それゆえ周辺部の衰退という

含意はない）が、収穫逓増の含意はスミスの叙述

に伏在している（つまり中心部の成長加速の含意

はある）のであり、収穣逓増を取り込んだ近年の

｢新貿易論」の潮流の元祖としてスミス「諸国民

の富」が再評価されてもいる脚)。スミスを元祖と

みなしているかどうかは別にしても、収穫逓増と

中心一周辺構図についての注目度は高まってきて

いるＩ,)。資本主義的事業群によって主導される交

換媒介的分業連関のもとで、集積利益が発生する

中心とそれに連鎖する周辺という構図が成立して

いくというスミス的な説明は、世界経済論にとっ

ても古典中の古典といってよい。それはリカード

の比較生産費説が国際経済論の古典中の古典であ

るのと対照的であるように思われる。

（２）資本蓄積と構造変化

諸国横断的な交換媒介的分業連関に直接・間接

に連携する各国内の資本主義的部門の生産は、増

殖を志向する。国民経済、とりわけ資本主義的部

門の比重がまだ十分大きくない国民経済のレベル

では、そのような資本主義的な運動はどのような

構造的過程として現れるのか。その問題を考察す

る手がかりは、マルクスが提示した本源的蓄積

(原蓄）過程論に求めることができる。

まず、マルクス「資本論」の「本源的蓄積」の

章（第１巻第24章）の要点を整理すればつぎのよ

うになろう。すでに農奴制が崩れていた15世紀以

－２３－
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隆のイギリス農村では、一部の自由な借地農業者

たちと、多数の自由な自営農民（しばしば季節的

に賃労働に従事した)、および教会領などにおけ

る世襲農民たちとから構成されていた釦)。フラン

ドルの羊毛マニュの興隆の影響による羊毛価格の

上昇でイギリス側で「囲い込み」が進行し、また

宗教改革の結果としての教会領の解体によって多

くの農民が土地から排除され、賃金労働老化しう

る潜在的可能性をもつ層が発生した。そのような

イギリスにおける賃労働形成の歴史的条件に対し

て、他方で産業資本（家）の形成の歴史的条件が

対比される。それは、農業分野で資本主義的生産

を遂行する「借地農業者の生成・・・は幾世紀に

もわたる緩慢な過程」であり５１)、またギルド親方・

独立小工業者・賃労働者などから転身して工業分

野の資本主義的生産の担い手になる厨の発生過程

も「蝸牛の歩み」であったのに対して、高利資本

家や商人資本家から転身する資本主義的生産組織

者が現実には多数を占めたというものである。

そのようなマルクスの原蓄過程論についての後

世の研究者による解説は膨大な盆に及ぶが…その

主要なタイプの１つは「小商品生産者の両極分解」

論と絡めた解説であった。すなわち、非資本主義

的な社会規制に拘束されている小農群や手工業者

群が生産活動に従事している経済から、ブルジョ

ア革命によって小農や手工業者が旧体制的規制か

ら解放されて（自由な）独立小商品生産者に転化

し、つぎにそれら小商品生産者群が両極分解する

ことによって、一方では雇主層としての資本家群

が、他方では労働力商品化によって生計をたてざ

るをえない賃金労働者群とが成立して、当該国民

経済が資本主義的経済に転化するという説明構図

である。それは資本主義的経済の特質を理論的に

導出する手続きとしては意味があるかもしれない。

しかしながら実際には「緩慢」で「蝸牛の歩み」

であった一部の局面から抽出された説明構図であ

り、現実の原蓄過程分析に適用するには無理があ

る。中村哲やフリードマン（HFriedmann)も

批判しているように、そのような両極分解論的説

:明では世帯の力学が捨象され、小農層の多様な存
在形態が考慮外におかれる鰹)。

そこで、両極分解論に依拠することなく、原審

過程の含意を考察しよう。ある国民経済における

資本主義的部門に部門）の資本ストックの価値

をＫＣ、就業者数をＬｃ、平均貨幣賃金率をＣＵとす

ると、賃金支払額Ｗ＝CuLc、資本の価値構成は

Ｋｏ／Ｗとなる。資本ストックの実物避（Ｋ･）が

もし測定・集計可能ならば、資本の技術的構成は

Ｋｑ／Ｌ･であるが、それは計算可能ではないの

で、価値櫛成と技術的構成の両指標の要素を合成

して、ＫＣ／ＬｃをＣ部門の資本構成（ＩＣ）としよ

う。

「資本主義的生産の幼年期」には資本構成の変

化があまりみられず、「資本の蓄積の進展は、現

代に比べれば緩慢だったが、それでも、搾取可能

な労働者人口の自然的な限界にぶつかり、この限

度は・・・強制手段によらなければ除かれないも

のだった」５３〕、という状況がマルクスの描いた原

蓄過程のイギリス的経験の特徴だった。花がほぼ

一定のもとで資本蓄積が進行することが原審期の

特徴であるかぎり、資本蓄積によるＫＣの増大に

は、Ｌ･の対応する増大が必要である。そのＬｏ

をめぐる資本主義的部門側の需要増大に対して、

世帯群の側からの供給はあまり拡大しなかったか

ら、Ｌ･の供給iilj約を解消しＫＣの増大を保証す

るために強制手段による土地からの農民の追い出

しが行われたということになる。強制手段か否か

を別にしたとしても、何らかの契機で農村民が偽

装失業や過剰就業の状態にあると労働力供給の潜

在性は高まる")。原因が土地喪失にあろうとなか

ろうと、不完全雇用労働力が豊富にあるかぎり

Ｌｃの供給制約は緩和され、Ｌｃ需要増大に起因す

る⑩上昇傾向は抑制され上限が課される。

逆に十世帯群からの労働力供給先が非資本主羨

的部門（Ｆ部門）から資本主義的部門へと急激に

シフトしていけば、“が下落する可能性が生じ

る。しかしそのさい、賃労働市場から撤退して労

働力供給先を非資本主義的部門に逆シフトする余

地が一定程度残されているならば、Ｃｕの下落に

は歯止めがかかるであろう鏑)。つまりマルクスの

想定していた原蓄過程の基本的事態とは、潜在的

労働力供給圧力に由来する②の引き下げ傾向の

みでなく、非資本主義的部門（賃労働雇用に依

拠しない部門）がまだ一定ｂ比重で存続し包容力

をもっている場合にはCuの下支え傾向もあるか

ら、結局は辺が硬直的であるような事態である

－２４－
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と考えられる。ちなみに、原蓄期という場合、そ

の時期区分そのものは世界史的な規定を含んでい

ない。資本主義的部門の比重が上昇するさいの各

個別lXlにli1J有の構造変化局imの|聯期を指すもので

あり、それが生起する時J０１は国ごとにバラバラで

ある。

イギリス的綴験を相対化するために、以上の

cUにまつわる事態を他の要因との相互関係のな

かで再構成してみよう。資本主義的部門における

資本ストックの拡大率を資本蓄稚率ａ（＝△ＫＣ

／ＫＣ）とし、利潤（Ｒ）のうち瀞jiiliに回される

部分の制令を再投資率β（＝△ＫＣ／Ｒ）とする．

さらに、付加価値をＹｃ、労働生産性を７（＝Ｙｃ

／Ｌｃ)、貨幣賃金率に対する労働生瀧性の比率を

粗マージンＥ（＝γ／Ｃｕ）とする。以上の関係を

艦理すると、

α＝β⑩［(Ｅ－１）／だ］

となり、Ｃ部門の資本蓄積率が４つの変数に左右

されることを示すことができる鰯〕･

労働力供給の潜在的可能性をもつある国民経済

において技術変化をそれほど伴わずに資本主義的

部門が拡大する場合、Ｃ部門蓄積率（α）にとっ

て粗マージン（Ｅ）や資本構成化）はあまり重

要な変数ではなく、また貨幣賃金率（⑩）も硬直

的であった。それゆえ、イギリス的原蓄過程にお

いては、蓄積率（α）の大きさを左右するのは主

として利潤の再投資率（β）の上昇である。その

場合、再投資する利潤は先行期において実現され

たものであるが、先行期におけるその実現がどの

ような活動のもとでのものかは特定できない。手

形割引から得た利益かもしれないし、植民地支配

に関連した商業利潤であるかもしれないであろう

が、いかなる起源に由来するものであれ、それら

が資本主義的生産に投資され当該風Ｃ部門全体と

しての再投資率を上昇きせＣ部門就業者を拡大さ

せることが愈要である。それはまたスミスの強調

点でもあった。

ところで、どんな新技術にも不確実性が付随す

るにもかかわらず、各々の新技術が普及し成熟す

るにつれて資本構成が高まっていく「自然的な傾

向」があるといわれる鋼I･資本主義的企業で営ま

れる諸産業活動のうちの特定のあるｉ産業におい

て、技術進歩を伴って資本構成（Aci）が上昇す

ると同時に企業の最低効率規模も大きくなり、技

術変化が製品価格低下と賃金率上昇よりもより急

速に生産性上昇を可能にするかぎり、当該産業の

粗マージンにi）を上昇させる。そしてＥｕの上

昇が苑iの上昇で相殺されないかぎり、当該産業

活動における蓄積率（αi）が上昇する。つまり、

αiの上昇はもはやβiの上昇によってではなく、

あるいはβiの上昇とともに、Ｅｉに規定される局

面を迎える。

たしかに資本構成高度化は全産業で一様に生起

するのではなく、特定のｉ産業において生起する

過程であって、当該国における全産業平均的資本

榊成が上昇するか下落するかは一義的には決まら

ない。資本構成応の分子が価値額タームであっ

たことを想起すれば、新技術の導入による技術的

櫛成の上昇が最終消喪財産業で生じる場合、その

影響で応が上昇するのは当該産業だけであり、他

の産業の随は影瀞を受けない。しかし、他の多く

の諸産業の投入財となっている基礎的産業で技術

的榊成の上昇が生じる場合（当該産業の製品価格

は低下する）には、当該産業自体での“の変化の

方向は不明であるが、他の産業の応は（投入財価

格の低下の影響で）低下する。全産業的資本構成

は、各産業のjcの動きと諸産業の配分構成の変化

に左右される")。

ただし、以上のような資本構成高度化の不確定

性はより短期の循環的構造を問題にする場合であっ

て、技術革新の累穣的展開を伴う中長期的な過程

の傾向としては、資本構成高度化の「自然的な傾

向」を想定してよいであろう。そして世界経済分

析にとって、中長期的な資本構成高度化傾向のも

とで、資本主溌的蓄積過程の進行における先行国

(Ａ風とする）と後発国（Ｂ国とする）との同時

存在の問題が絡んでくる。

4節資本主義的発展と２つの需給バランス

Ａ国では上限と下限との間の一定幅の硬直的な

⑩と、Ｃ部門の花がほぼ一定という状況のもと

で、国家権力の発動にも支援されつつβが上昇し、
労働力人口に占める資本主義的部門就業者の割合

(Ｌ･／Ｌ）の急上昇局面、すなわち原蓄過程の局

面を経過したとする。さらにつぎに製造業を軸と
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した資本蓄積の進行によって、Ａ国Ｃ部門全体と

して応上昇傾向とＥ上昇傾向とが一定程度現れた

ものとしよう。それはイギリスで原蓄期を経過し

たあと自由競争的資本主義が成立しやがて独占資

本主義への転換の兆しを示したとして従来語られ

たことを念頭におきつつ、本論文の脈絡に沿って

再規定した想定である。

先行するＡ国での以上のような過程の進展をす

でに所与の前提として、資本主義的蓄積過程の進

行度においてより後発的なＢ国での資本蓄積過程

はどうなるかがつぎの問題である。その場合、Ｂ

国として２つのタイプに分ける必要がある。Ａ国

のＣ部門は製造業を中心にして生産力（それゆえ

また供給力）を上昇させており、かつＡ国Ｃ部門

が供給できない産物に対する需要をＡ国内で増大

させている。そこでＢ国側の１つの反応のタイプ

としては、Ａ国Ｃ部門の供給力が自国に波及する

のを抑制するために、それに対抗的な同様の資本

主義的生産を育成・強化する。そのようなタイプ

の反応をする諸国をＢｉ国としよう。もう１つの

反応タイプは、Ａ国Ｃ部門の供給力の波及を享受

しながら、Ａ国Ｃ部門が供給できないＡ国内（お

よびＢ､国内）需要に対して、それを充たす産物

の資本主義的生産を形成・強化することである。

そのようなタイプの反応をする諸国・地域をＢ２

国とし、生産される財は一次産品であるとしよ

うＯ

Ｂ,国タイプでは、“がｲBi嵐的であるか否かあ

るいはどの程度硬直的であるかは、実際には国ご

とに個性的な事情に左右される。それは小農経営

を含む非資本主義的部門の存在形態に依存するか

らである。Ｂ,国の花については、Ｂ,国内の⑩の

動きに対する反応もあるとはいえ、Ａ国内の競争

優位的製造業の供給力に対抗するためにＢ,国の

同種産業においてもＡ国並の花の実現が模索され

るであろう。つまり要素賦存に応じてしばしば要

素代替が生じるというよりも、そのときどきの世

界経済における競争優位的製造業の資本構成は類

似する傾向を示すであろう。いわゆる後発性利益

のゆえにＢｉ国の資本構成のほうがＡ国のそれよ

りも高い状態になるかもしれないが、その側面は

度外視しよう。

Ａ国の競争優位的産業にキャッチアップした産

業の比重がＢ,国Ｃ部門においてある程度高いの

であれば、Ｂ,国Ｃ部門全体としての花もそれに

規定される。この間の資本構成の上昇と雇用吸収

力の相対的低下によって、雇用の産出弾力性がＡ

国の原蓄期のケースよりも低いのであるから、Ｃ

部門の資本蓄積がよほど急速でないかぎり、Ｂ１．

国原蓄期における労働力人口に占める資本主義的

部門就業者の割合（Ｌｃ／Ｌ）の上昇は緩慢とな

る。Ａ国並のＬｃ／Ｌの上昇率を達成するには資

本主義的部門の産出物に対する需要がより増大し

なければならおい。需要増大は国民所得増大に誘

発されるかあるいは国外需要増で補足されること

を考感すると、資本蓄積による生産能力の増大を

可能にするだけの内需成長や輸出成長が必要とな

ろう釦。

一次産品輸出に特化したＢ２国の場合、最終消

費用の農産物か製造用原材料の生産において資本

主義的生産が定着・発達する。それは資源集約的

財の生産であるから、個々の生産単位おけるスミ

ス的な労働過程分業も進展しにくいし、事業所間

分業も成立しないから集積利益も享受しにくい。

Ｂ２国タイプの諸国の多くは、Ａ国やＢ,国タイプ

の諸国に比して１人当たり所得の相対的な低きに

やがて直面するであろう。その場合、Ｂ２国の１

人当たり所得がＡ国やＢ,国のそれとの格差を広

げていくのは、輸出向けの農産物（および鉱物）

の生産における収穫逓減や生産性低下によって１

人当たり所得が低下することにあるというよりも、

Ｂ０国側での生産性上昇が相対的に低いというこ

とにある。

生産性上昇率においてＢ２国一次産品生産業の

ほうが相対的に低いならぼ、Ｂ２国一次産品にとっ

ての対工業品交易条件が好転するかもしれない。

しかし、Ａ国Ｃ部門およびＢ1国Ｃ部門の工業生

産活動において寡占的産業組織が成立し工業品の

価格がコスト規定的な管理価格となるならば、一

次産品の価格上昇の影響は工業品価格にある程度

吸収され、それゆえ一次産品にとっての交易条件

の好転状態というのは長くは続かない”)。Ａ国工

業化に対応してのＢ２国タイプの反応は、ここに

いたって不利な位置にいることがより鮮明になる。

Ｂ:国はやがて工業品の輸入代替による産業構造

調整を指向するであろう。それはＢ1国よりもざ
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らに後発の経験であるから、Ｌｃ／Ｌの上昇もよ

り級慢な原蓄過程となる可能性が高い。換言すれ

ば、対外i競争圧力に対応しうるだけの資本瀞秋と

生雌力上昇がＬｃ／Ｌの一定の上昇をも伴いなが

らＢ２風工業において実現されるためには、経済

成長や工業品輸出成長がＢ,国のケースよりもさ

らに顕藩であることが必要となる。

そして、Ａ国でもＢ1国でもＢ２国でもともに工

業を軸とした資本主義的生産が定講したとき、工

業分野の諸国横断的需給バランスの変動に対する

各国民綴済の反応は複雑になるであろう。先行し

たＡｌ劃やＢ,劇においてであれ、エ業化途上のＢ２

風においてであれ、街本主義的生産における安本

榊成間度化は共通の傾向として作用している。そ

してそれぞれの国内において資本主義的部門の脈

爪吸収力が拡大するためには、絲済成長や輸出成

長が盗本構成商度化に比例して達成されねばなら

ないという事情も基本的には共通している。資本

主義的部門内部での新規産業分野の発達かあるい

は非資本主義的部門による雇用吸収を図るのでな

いかぎり、成長刺激的諸政策手段への依存や貿易

依存度は強まるであろう。総じて、併存するＡ国

経済とＢ１国経済とＢ２国経済それぞれは、資本主

義的部門における産業構成の変化、非資本主義的

部門の残存ないし拡大、内需・外需の拡大による

既存型産業分野の温存という事態の組み合わせの

ヴァリエーションによって特徴づけられる。

それぞれの国でどのような組み合わせが顕在化

するかは、諸産業の需給バランスの動きとそれが

惹起する国民経済的調整のあり方に影響されるで

あろう。その問題を考えるには、各産業の禰嬰も

供給も諸国に偏在することに注目する必要がある。

まず供給面であるが、特別の噌好に規定される財

や新規技術にもとづく革新財を生産する産業は別

として、生産・供給力の国際的配分は当該産業の

生産物価格が国際的に低い国に相対的に集中する

と考えられる`ｎ．生産物価格力弾位当たり労働コ

スト（ｗ／Ｑ）に大きく左右されるとすると、そ

れは労働生産性（Ｑ／Ｌ）に対する平均賃金率

〈Ｗ／Ｌ）の比に等しいから、ある産業活動にお

いて賃金率が低いかあるいは労働生産性が高いか

の少なくともいずれかの特徴を有する国は、当該

産業の供給拠点としての比重を高めていく可能性

をもっているということになる。

スミスは労働生産性上昇が実現される製造業

(競争優位的製造業）に印して貿易を扱い、リカー

ドは労働力当たりコストが上昇する農業の競争劣

位の進行とそれからの脱却としての毅物法撤廃の

必要を説いたが、諸国間での産業の供給配置の問

題はスミス的な問題設定の延長上にあるといって

よい。たしかに、各種産業の複合体としてのある

国民維済と他のある国民経済との間では、諸産業

間での比較優位にもとづく棲み分けメカニズムの

作用力理論的にはありうるであろう。しかし現状

分析のためにはスミス的な視野を織り交ぜる必要

があると思われる。スミス的観点から展望しうる

ことの１つは、貿易可能財を生産するある産業の

図ごとの生産・供給趾が、生産力の諸国間不均等

発展のゆえに各国で不均等な率で変化し、相対的

に良好な生産性パフォーマンスを示す諸国に集中

する傾向をもつであろうということである。ただ

し、スミス的観点からは需要側の問題についての

示唆は得ることができない。その意味ではスミス

的観点は一面的である。

おそらく、当該産業製品に関する国ごとの需要

のほうも不均等な率で変化し、当骸産業製品に対

する世界総需要の増加率はその生産物に対して高

い禰要の所得弾力性を示す諸国の経済成長に牽引

され、需要はそれら諸国に相対的に集中するはず

である。ある産業について、その生産性上昇率の

高い国とその需要の所得弾力性が高い国とが同一

でないとすれば、前者の生産超過国から後者の需

要超過国へ当該産業製品が輸出されることで需給

バランスは安定しうる。また所得水準に差異があ

る諸国が併存する世界経済においては、標鵡化財

に対する需要は先進諸国（Ａ国やＢ,国）で低迷

し途上諸国（Ｂ8国）で増大するであろうから、

当骸産業の生産能力がＡ国やＢ0国で減退しＢ２国

で拡大するのであれば、やはり需給バランスは安

定しうる。しかしＡ国やＢ１国の側では国内外で

の競争力を強化するために「近代化」投資がなさ

れ、Ｂ２国側では同祇産業の移植・定着が実現さ

れるならば、世界的な生産能力が増大しつつＡ国

やＢ0国における当該産業の雇用吸収力は低下し

ていく。それゆえ、世界的な需給鯛整の困難と先

進諸国内での雇用鯛整の困難という二重の難題が
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ンスとその調整が今日になってはじめてグローバ

ル化したからではないことは確認しておく必要が

あろう。

いくつかの特定産業分野で顕在化するあろう。

さらに、特定の労働集約的工程のみのものであ

り続ける場合を別として、途上国に移植される産

業の生産様式が先進国側の生産様式とそれほど格

段の違いがないかぎり、その雇用吸収力も制約さ

れる。同時代の先進国ほどではないにしても、過

去の途上国はもちろん過去の先進国の様式よりも

雇用吸収力は限られていると考えるべきであろう。

それゆえ、資本主義的生産が途上諸国に普及して

いく過程は同時にまた、途上国の資本主義的部門

における諸産業の急速な産出成長（またそれを可

能にする需要増大）か、あるいは非資本主義的部

門の拡大かの少なくともいずれかによって、腿用

問題が処理されていく過程でもあろう。

，たしかに、各国の資本主義的部門内では相対的

供給超過を迎えた産業分野から相対的需要超過の

産業分野への資本や労働力のシフトがありうるし、

また諸国間での諸産業分野の棲み分けが一定程度

進行していくことがありうるであろう。個々の産

業の需給バランスが相対的供給超過の方向をとる

か相対的需要超過の方向をとるかは不確定であり、

理論的に藩満点を導出しうるようなものではない。

ただ言えることは、相対的供給超過が回避される

には、産出と需要の高い成長、新規産業分野の創

出・拡大、新旧諸産業分野間での諸資源の速やか

なシフトなど、変化の激しさが常態化する社会の

到来を必要とするということである。そして、人

為的に増産・減産することが基本的に不可能な労

働力や土地、長期の寿命を持つ巨大固定資本を抱

える産業など、速やかな調整になじまない要因の

存在のゆえに「無理」が多様なかたちで噴出する

にちがいない。

最後に付言すれば、個々の産業について、その

需給バランスが諸国横断的であることは今日に特

有の現象ではなく、むしろ歴史貫通的な常態であ

る。産業需給バランス調整が、各国内労働力需給

バランスの動向とも連動しながら、国民経済的枠

組みおよびその国際関係体系のもとで展開される

こともまた歴史貫通的な常態であるといってよい。

そしれゆえ需給とその調整の諸国横断的性格から直

接に「グローバル化」を根拠づけることはできな

いbグローバル化という観念が蔓延してきた経緯

は本誌文の課題ではないが、少なくとも需給バラ

＜脚注＞

１）松田騨男「アジアの歴史ｊ日本放送出版協会、

1971年（岩波から1992年に再刊)。

２）それはプローデルによって提示され、ウォー

ラステインによって具体化されたものである

が、Braude１，Ｆ.，Ａ/Ze冠hoUg/ｌｔｓｏ〃Mnte泥

jqZaUjJjza2ioJzaJzdCbpitQZZSm,Tr,byP.

Ｍ・Ranum，JohnsHopkinsUP.，１９７７．

においてコンパクトに要約されている。

３）Weber，Ｍ､，KritischeStudienaufdem

GebietderKulturwissenschaftlichenLogik，

1906．（森岡弘通編訳「歴史は科学か」みす

ず瞥房、1987年所収)。

４）「広辞苑」と「漢字源」による。

５）そのことについては大谷瑞郎が精力的に批判

してきた。大谷瑞郎「歴史の論迦刀水轡房、

1986年。同「戦後歴史学批判」文献出版、

1994年。また、また中村哲を中心とする研究

者層によって比較基準としての側面を明確化

しながら再構成する試みもなされてきた。中

村哲「近代世界史像の再構成：東アジアの視

点から」青木啓店、1991年。同編「束アジア

専制国家と社会・経済」青木替店、1993年。

６）それらのサーベイとして次のものがある。

Holton，Ｒ・』.，７ｿｉｅＴｍﾉzsjtio几/mmF1gud‐

aJjSmtoCnpimZiSm,Macmillan,1985.

7）論争の発端となったドップとスウィージーの

当初の論文や、その論争について言及したそ

の後の代表的な論文を集約した論文集とし

て、Dobb,Ｍ､,ｅｔａＬ，T1beT7mzS/bmzQtio几

／mmF1gudtzJiSmtoCupitqJiＳｍ,NewLeft

Books，1976．大阪経済法科大学経済研究所

訳「封建制から資本主義への移行』柘植轡房、

1982年｡

8）その内容がよく表れているものとして、大塚

久雄「緒言：われわれは封建制から資本主義

への移行過程をどのように問題とするか｣、

大塚久雄・高橋幸八郎・松田智雄編「西洋経

－２８－
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済史講座：封建制から資本主義への移行（１）

封建制の経済的基礎」岩波書店、1960年。大

塚久雄「総説｣、大塚編『後進資本主義の展

開過程』アジア経済研究所、1973年。

９）第３巻第20章、347原文ページ。

10）山田盛太郎「日本資本主義分析」岩波書店、

1934年。

11）その点については次の論文で詳細に論じられ

ている。Heers，Ｊ,，TheFeudarEconomy

andCapitalism：Words,IdeasandReality，

ｊｍｍＱＪｑ/EnmpemEbO几omjcHZStoD'，

Ｖ０１．３ⅢＮｏ．３，１９７４，pp609-53

12）Crafts,ＮＦ.Ｒ､，IndustrialRevolutionin

EnglandandFrance：SomeThoughtson

theQuestion'，WhyWasEnglandFuirst?m，

Ebo几omicHZstoblEeuiGLu，ＶＯＬ３０，Ｎ０．

３，１９７７．

１３）「資本」概念にそのような役回りを演じさせ

るやり方はヘーゲル哲学の影響のようであ

る。角田修一「ヘーゲル論理学く現象＞＜現

実性＞とく資本＞の方法：「経済学批判要綱」

の方法」（中村哲編『＜経済学批判要綱＞に

おける歴史と論理」青木書店、2001年、第２

章所収）参照。

14）Marx,Ｋ・’０ｍ〃driSSedbrKrjrjhderPo卜

jZjSche几○ﾉ２０几omie，（Rohentwurf）1857-

1858,Anhangl850-1859，DietzVerlag，

1953．高木幸二郎監訳「経済学批判要綱（１）」

大月書店、1958年、２９ページ。

15）「労働者と生産手段……の結合が実現される

特殊な仕方は、社会構造のいろいろな経済的

時代を区別する｡」Marx，Ｋ，DCusKqpjrQJg

K7itiﾉｂｄｂｒＰｏ“sche几OAC几omje．「資本論

（第１～３巻)」＝「マルクスーエンゲルス全

集（第23～25巻)」大月瞥店､1968年、第２４

巻49ページ。

16）生産の直接的な場の状況に即して工業活動の

類型をビュッヒヤーに依拠して整理するとつ

ぎのようになる。①世帯内での非商品生産で

ある「家内仕事｣、②手間賃と引き換えの

「賃仕事」（出職と居職)、③独立的に顧客取

引をする小商品生産としての「手工業｣、④

手工的技術のもとで他人労働力を活用する事

業所としての「マニュファクチュア｣、⑤動

力機と作業機械に立脚して他人労働力を活用

する事業所としての「工場｣。Bucher，Ｋ，

DieＥ〉ZtSteh[↓昭ｄｅ７ＶｂＺ鮎LUZ花Sc/Ｗｒ,Vor‐

trageundAufsatzB，SechzBhnteAuflage，

1922.権田保之助訳「増補改訂・国民経済の

成立」第一出版、第４章。問屋制とは、②や

③が④や①の外業部として綴成されることを

特徴とする。

17）大塚久雄「近代資本主義の系譜」学生瞥房、

1950年。および、大塚久雄「いわゆる問屋制

度をどう捉えるか」、「社会経済史学」４６巻

２号、1980年。

18）たとえばつぎを参照。中村哲「日本初期資本

主義史論』ミネルヴァ響房、1991年。宮本又

次「日本近世問屋制の研究」刀江脅院、１９７１

年、「綴本論」３章。

19）つぎのものを参照。山之内婿『イギリス産業

革命の史的分析」青木書店、1966年｡Pollard，

８．，JｿｉｅＯ匂z2sjsq／MbdemMnmugPmeJztf

ASmdyq／thBjhZd“trjUZReuo比tjo几、

Ｃ）ｑｅＱｔＢｱｉｔｑｍ，EdwardArnoldLtd，1965．

山下幸夫・桂芳男・水原正亭訳「現代企業管

理の起源」千倉書房、1982年。

20）Arthusser，Ｌ､，andnBalibar，Ｌ舵je

CtUpjtqJ,FrancoisMaspeuPo，1968．権寧・

神戸仁彦訳「資本論を読む」合同出版、１９７４

年、第２部８章。

21）接合論議についてのサーベイとして次のもの

がある。Foster-Carter，Ａ，TheModesof

ProductionControversy’１V、ﾉＬａ/rReUjeLu，

Ｎｏ．107,1978.

22）レギュラシオン・アプローチと称きれている

諸論調は、１つのグループとして括りうる明

快な共通項を把握しにくいが、ここではつぎ

のもので代表させている。AgliettamM.，

RqgZJbtiorzetcrises血cqpimZiS加e；Ｌ'e‐

ｍｅ噸JZcedeSEtats-U)ZiS，Calmann-Levy，

1982.若森章孝・山田鋭夫・大田一魔・海老

塚明訳「資本主義のレギュラシオン理論ｌ大

村醤店、1989年。

23）用語の使用頻度を詳しく検証したものとして

つぎのものがある。望月清司「マルクス歴史

－２９－
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理論における「資本主義｣」（長洲一二編「資

本主義」日本評論社、1970年所収)。重田澄

男「資本主義の発見」お茶の水瞥房、1983年。

24）その点に強くこだわったのはプローデルであっ

た。たとえば、BImldel,ｏｐ，Cit．（本論文注

２），ｐ､47.

25）宇野弘蔵「経済政策論・改訂版」（宇野弘蔵

著作集第７巻、岩波書店、1974年)。

26）たとえば、青木昌彦・奥野正寛綴「経済シス

テムの比較制度分析」東大出版会、1996年。

ＤｏｒｅＩＲ.，Ｗ、LazonickandMO'sullivan，

VarietiesofCapitalismintheTwentieth

Century,OpE/bJYZReujeuﾉｑ/EbolzomiCPO‐

ノicﾂ１ＶＯＬ１５，Ｎｏ．４，１９９９，ｐｐｌＯ２-120.

27）「市場」が供給者相互間の競合的社会関係を

意味することについては、WhiteⅢＨＣ.，

ＷｈｅｒｅＤｏＭａｒｋｅｔｓＣｏｍｅＦｒｏｍ?，Ａｍｅｒｉ－

ｃｎＪｚｊｍｍｑＪｑ/SbaoJQgy，Vol’87,Ｎ0.3,

1981,pp517-547・参照。

28）世界市場実体視の１例としてつぎのような叙

述をあげることができる。「資本主義的世界

体制という場合、世界市場に一定の序列のも

とに編成きれている、こうした諸社会の複合

体」であり、「二十世紀初めに確立した世界

市場体系は、貿易、資本市場など各面にわ

たって崩壊要因を内包し、資本主義国間の政

治的軍事的抗争を生み出していった｡」（藤瀬

浩司「資本主義世界の成立」ミネルヴァ轡房、

1980年「序｣、および281-2ページ）

29）そのような落とし穴を回避しようとする試み

の１例として、佐々木陸生「現代世界経済論

の課題と方法」（村岡俊三・佐々木陸生編

『構造変化と世界経済』藤原轡店、1993年、
「序論」所収〉がある。

30）そのことを明快にしたものとして、本山美彦
「世界経済論」同文舘、1976年。

31）グローバル化の意味合いについては次の文献
を参照。Rosenau,ＬＮ.,TheDynamicsof
Globalization：TowardanOperational

Formulation，艶皿冗tyDjmOgZJe，ＶｏＬ２７
(3)，1996,pp247-262Wade,Ｒ､,Global-
izationandltsLimits：Reportsofthe

DeathoftheNationalEconDmyareGre‐

atlyExaggerated，ｉｎＳＢｅｒｇｅｒａｎｄＲ・

Ｄｏｒｅ（eds.)，NntjomZDjUe庵ｊｔｙＱ几。Ｇ/o‐

６αノOqpjtaJism，CornellUniversityPress，

1996,chap2Perraton，』.，Ｄ・Goldblatt，

Ｄ・ＨｅｌｄａｎｄＡ・ＭｃＧｒｅｗ，TheGlobalisa‐

tionofEconomicActivity,jVbLuPbJiticQJ

Ebo"Ｏｍｙ,ＶＯＬ２，Ｎ０．２，１９９７，ｐｐ､257-77．

本山美彦編「グローバリズムの衝撃」東洋経

済新報社、2001年。

３２）「宇野弘蔵著作集」第５巻55ページ、および

第２巻233ページ参照。再生産体系において

生産が消費を上回ること、という表現そのも

のは宇野が用いたわけではないが、しかしそ

のような表現に置き換えたほうがより明快で

あるし、宇野の主張にも適っていると思われ

る。

33）宇野は、資本主義的経済では「経済法則」を

媒介として社会全体の経済原則が充足きれ、

社会主義社会や封建的社会では、経済法則の

媒介の程度がごく弱いなかで当該社会の経済

原則が充足される、と述べたにとどまる（同

上著作集、第６巻278Ｆ81ページ、第４巻18ペー

ジ)。

34）それはしばしば「マルクス一置塩の定理」と

も称されているものである。置塩信雄「再

生産の理論」（創文社、1957年）参照。

35）たとえば、宇野弘蔵「増補・農業問題序論」

（宇野著作集第８巻所収)。阪本楠彦「幻影の

大農論」（農山漁村文化協会、1980年)。中村

哲「近代世界における農業経営、土地所有と

土地改革（１．２．３)」（｢経済論叢」第143

巻１，２．３，４．５号、1989年)。
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