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―本源的蓄積過程論を再構成するために―
高良

倉成１

The Early Phase of Socio-economic Development and the Capitalism: Toward
Reconstruction of the Standard Process of the Primitive Accumulation
Kurashige TAKARA
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Abstract
The paper reexamines the early phase of development process of nations with criticizing and
reconstituting the concept of capitalism. In this paper, deriving from the concept of capital and
capitalism in line with J. Hicks and F. Braudel, capitalism is defined as the manner of activity rather
than as the socio-economic system. This reconstitution of the concept of capitalism enables this
paper to get rid of a W. Sombart-like recognition framework（i. e. the notion of the transition from
feudalism to capitalism）which has been prevailing in many socio-economic studies of the historical
development and the third world’s underdevelopment.
With reference to K. Marx’s notion of ‘primitive accumulation’, I pick up issues which are required
in the early phase of development process, not just as historical but also as structural process. Those
are legalization of capital accumulation, weakening traditional rights in production, increasing
demand for manufacturing goods, sifting money fund and labour force from non- manufacturing
sector to manufacturing sector, and arising share of capital-wage labour relations in national
employment shares. To clarify concrete aspects of standardized structural process, I connect those
issues with several stylized facts, such as S. Kuznets’s inverted U-shape pattern of manufacturing
share and the U-shape pattern of specialization of manufacturing sectors. Moreover, I intertwine
those issues with inspections of the Lewis’s effect of transformation, the Kaldor’s law and the
international convergence of productivity of manufacturing sectors. Finally, I point out that the
expansion of capital-wage labour relations must be delayed in latecomer countries, because of the
transformation is so quickly and capital-labour ratio is rising.
Keywords: capitalism, primitive accumulation, stylized facts

はじめに

建制から資本主義への移行論）に根ざした後進国

第２次大戦後のアジア・アフリカで植民地支配

論，その代替像を提起しようとしたW.ロストウ

から独立する諸国が次々に台頭したことを契機に

の成長の諸段階論，広域の交換媒介的相互依存

低開発問題や南北問題が学界で注目されて久しい

体系を分析単位として強調する世界システム論，

が，それらの問題の分析において多様なアプロー

経済分析の応用領域として展開した開発経済学，

チが模索されてきた。ドイツ歴史学派が提起しマ

フィールドワークを重視した現地内在的実証研究，

ルクス学派が再構成した発展段階観（いわゆる封

統計データによるパターン検証等々。マルクス学
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派的発展段階観を踏襲したアプローチは，当初は

ことが有益である。歴史的に実務家（会計士な

社会主義体制と資本主義体制との対比のもとに非

ど）が資産に体化された金銭的価値として資本を

資本主義的発展の可能性を展望することに１つ

理解してきたことを踏襲するのが基金論者で，資

の特徴があったが，やがて資本主義的発展の不

本を固定資本や生産手段と同一視するのが実物論

可避性を強調せざるをえなくなっていった（本

者であるが，古典派経済学者は基金論者としての

多 1992）。それは低開発諸国群のなかから急成長

性格が強かったのに対して，新古典派の生産関数

する諸国が1970年代以降に注目されたからである

論の普及・定着で実物論が優勢になったとされる

が，他方で80年代以降には先進諸国における福祉

（Hicks 1977＝1985：203）。実物論に偏向した新

国家体制の動揺・再編が進行したことも重なって，

古典派が経済発展問題においては貯蓄率と固定資

資本主義論議に大きな変化が現れた。一方では近

本形成率との対応関係を重視した（それゆえまた

代民主制と自由市場とが融合した自然的体系とみ

勤勉と節約による蓄積を強調したW.ゾンバルト

なす資本主義論が台頭し，他方でそれに応酬する

やM.ウェーバーの議論とも親和的である）のと

ように歴史的・制度的に構成された多様な社会的

対照的に，ケインズ派は基金論的アプローチを保

体系とみなす資本主義論（いわゆる資本主義の多

持し，「投資が貯蓄を導く」ことと「投資の期待

様性論）も活発化した（Block 2012）。先進諸国

利潤率」を重視したというのがヒックスの整理で

と途上諸国の経験を総体として視野に入れて社会

ある（Hicks 1977＝1985：30）。そのヒックスを踏

経済体系の発展過程を捉えようとするとき，不可

襲したJ.レヴィーによれば，ある資産を産業活動

欠な概念の１つが資本主義だと思われるが，しか

に投入するのは期待収益率が見込める場合であ

し資本主義という概念の社会経済分析上の意義は

り，すでに稼働局面にある資産もその将来的な

ますます曖昧になってきたといわざるをえない。

所得実現可能性によって資本化（capitalization）

本稿は，資本主義が展開する局面での過程と，

されて金銭的に評価されるという意味で，資本化

社会経済体系の構造的過程とを明確に識別しなが

で換算評価される資産である資本は過去からも未

ら，資本主義概念を用いた発展問題・低開発問題

来からも切り離して抽象することのできないプロ

の研究を見直すことを目的としている１）。そのさ

セスそのものの表象である（Levy 2017：494）。物

い社会経済体系とは，国民国家と国民経済の二重

的であろうとなかろうと，金銭的に評価される現

の性格を備えているもの，またはその潜在的可能

時点の資産はすべて過去からの蓄積の成果である

性を有するものという程度の意味で用いている。

と同時に，現時点のそのすべての資本価値は将来

１節では資本と資本主義についての概念的な整理

への期待からもたらされる（Levy 2017：499）。

を行い，従来の資本主義論議の問題点を指摘しつ

以上の観点からマルクスを振り返ってみれば，

つ宇野弘蔵の資本主義段階論の再解釈を試みる。

貨幣から資本への転化の説明において価値の運動

２節ではK.マルクスの本源的蓄積（以下では原

体として把握する一方で，生産論において生産手

蓄と称する）過程論を，活動様態としての資本主

段に注目したから，マルクスにおいては基金論と

義に牽引されて社会経済発展が進行する初期局面

実物論が並存していたといってよい。マルクス以

として再解釈する。３節では近年多々提起されて

降に，生産手段の所有関係を軸に生産様式を重視

いる定型化事実と関連づけて，初期局面の標準的

する学派は実物論に偏向したのに対し，宇野弘蔵

パターンを具体的に示す。４節では，その初期局

は価値の運動体という側面を重視したといわれて

面の構造変化における社会関係的側面を確認しつ

いる（川崎 2017）。ヒックス的意味での基金論的

つ本稿全体を総括する。

アプローチを宇野が保持したからこそ，後述する
宇野段階論の再解釈は本稿にとって重要な意味を

1

資本と資本主義

もっている。宇野段階論は資本形態の変化が資本

資本主義の語基でもある資本の概念的把握につ

蓄積様式の世界史段階的な変化として現象すると

いては，J.R.ヒックスによる基金論者（fundist）

いう理解に根ざして提示されたものであるが，基

と実物論者（materialist）との区別を踏まえる

金論的アプローチから宇野的な資本形態変異を再
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構成する試みも提起されている（岩田 2019）。そ

はゾンバルトおよびその背後にある歴史学派的発

の宇野段階論について取り上げる前に，資本概念

展段階観を批判的に再構成するためだったが，同

と結びついた資本主義概念とその結びつきをもた

時にマルクス学派において資本概念が実物論に偏

ない資本主義概念とを対比的に整理しておこう。

向する契機でもあったと思われる。そのような移

期待収益率を勘案して諸活動に投下され資本

行論議に一石を投じたI.ウォーラステインは，封

化換算される資産は資本であり，その運用・稼

建制から資本主義への移行は国民的範域を超え

働の担い手は資本家である。資本は特定の生産

て展開した移行，すなわち「封建的ヨーロッパ

様式に限定されず，その資本に接尾語ismを付し

から資本主義的世界経済への転換」（Wallerstein

た派生語（capitalism）の第一義的な含意である

1976：277）だったことを強調した。その世界シス

「資本-主義」も特定の生産様式に限定されない

テム論アプローチは途上国研究の視野を広げた

のであり，それゆえ資本主義とは資本化で将来

が，しかしマルクス学派の多くはたんに１国的段

期待を換算しながら事業活動を展開する活動様

階識別というゾンバルト的認識枠組みに拘束され

態とみなすのがもっとも妥当な理解である（高

ているだけでなく，資本概念の実物論への偏向お

良 2016b; Muzio & Dow 2017：10）。 そ れ はF.ブ

よびそのことから派生する資本概念から遊離した

ローデルが大ざっぱな定義と断ったうえで，資本

資本主義概念への執着という問題も抱えている点

家が資本を持続的に稼働させる活動様態が資本主

を本稿では重視する。

義である（Braudel 1977：47）と特徴づけたこと

資本概念から導かれうるのは，社会経済体系の

を踏襲している。この理解は，マルクスが名詞形

歴史的段階像としての資本主義ではなく，「資本-

の Kapitalismus を用いたことはなく，多用した

主義」すなわち活動様態としての資本主義である。

のは kapitalistische であったという事実とも整

名詞形の資本主義の語を用いなかったマルクスを

合的であろう。

援用する場合でも，活動様態としての資本主義が

しかしながら，20世紀の変わり目頃からその使

社会経済体系の構造変化にどのような影響を与

用が定着した名詞形の資本主義の語は，資本概念

え，社会的摩擦はどのように顕在化するのかとい

と結びついた「資本-主義」すなわち活動様態と

う観点から整理し直す必要があるが，その端緒は

しての資本主義としてではなく，ある一定の条件

すでに宇野段階論によって提起されていた。宇野

を満たした社会経済体系の代名詞として多用され

段階論についての先行研究は多々あるが，宇野の

てきた。その端緒であるW.ゾンバルトは，農民的・

批判的継承としてもっとも有意義と思われる馬場

領主的自給の段階から手工業段階を経て資本主義

宏二によると，イギリス中心的な世界像を想定し

の段階へと継起する経済システムを想定し，資本

て「パクス・ブリタニカの形成期・全盛期・崩壊

主義の精神（企業精神と市民精神との複合）が（社

期」という構図を設定していることに宇野の特徴

会経済体系としての）資本主義を創出したと位置

があり（馬場 2011：345），その崩壊期の資本蓄積

づけた（高良 2016b）。彼の立論パターンの影響

様式を規定するさいにはドイツ典型論を持ち出し

の１つは倹約・自己貯蓄という行動の出自を追求

たが，アメリカですでに顕在化していた「株価騰

する「資本主義の精神」論の台頭であるが，しか

貴，言い換えれば企業総価値の最大化」を特徴と

し後世に与えた彼の最大の影響は，発展段階を継

する資本蓄積様式は軽視した（馬場 2011: 323）。

起する社会経済体系の歴史的段階像についての表

ただ本稿は宇野段階論そのものを検討対象にして

象として名詞形の資本主義の語を充てたことにあ

いるわけではないので，ここでは，一方での活動

る。というのは，マルクス学派がゾンバルトに応

様態としての資本主義の次元での事象およびその

酬したからである。マルクス学派の側は，生産様

展開過程と，他方での社会経済体系（国民的体系）

式と関連づけ直して「封建制から資本主義への移

の次元で生起する過程とを宇野が区別していたと

行」として立論することで，発展段階を継起する

いう観点から，政策基調の変容に反映される資本

社会経済体系の歴史的段階像についての表象とし

蓄積様式の段階的変容を扱った『経済政策論』に

て名詞形の資本主義を定着させたのである。それ

即して宇野を再解釈するにとどめる。
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に変化していくということであろう。各国の「資

という表現を多用しているが，それは非資本家的

本主義化」は，活動様態としての資本主義の展開

生産を含む生産体系全体や，非資本家的社会をも

様式の世界史的変化の中での一国的な社会経済体

包摂する全体社会を想定していることを意味す

系の変容過程として進行する。「世界史的発達」

る。それはイギリス的経験では解消傾向に向かっ

の相でみる資本主義と，個別国で進行する「資本

たのと対照的にドイツ等の後発諸国ではなかなか

主義化」とを異なった次元として識別していたが

解消されない「資本主義の部分性」という認識と

ゆえに，諸国における「資本主義化」の初期局面

も関連するが，その部分性は社会経済体系の次元

である本源的蓄積（以下「原蓄」）過程について，

で問題になる事象であり，活動様態としての資本

宇野は以下のように特徴づけた。

主義そのものの問題ではない。宇野のいう「「生

「資本の原始的蓄積を商人資本のもとに実現し

産諸関係の総体」としての一「社会の経済的機構」」

たイギリス」（宇野［1971］1974：178）では，重

（宇野［1971］1974：５）を社会経済体系（非資

商主義的政策と旧社会関係の強制的分解が社会経

本主義的領域を含む）とみなすと，「資本主義は

済体系の「資本主義化」の初期局面における特徴

一社会を，・・・律する」（宇野［1971］1974：16）

としてより強く現れたが，19世紀終盤以降のヨー

とか，「資本主義をして一社会を全面的に支配す

ロッパ大陸諸国にみられた「資本の原始的蓄積の

る」（宇野［1971］1974：18）という表現が意味す

過程自身が機械的大工業による資本主義化におい

るのは，資本主義的活動のもとに成立する領域が

ては，その手段も，その期間も，商人資本の支配

社会経済体系全体において支配的な比重を占める

によるイギリスの場合と著しく異なったものと

ということであろう。そう理解しないとつぎの難

な」り，「特にドイツにおいてそれは顕著なる代

解な一文は解釈できない。「それぞれの国々にお

表者を見出すのであって，その後の資本主義の発

ける旧来の歴史的事情を前提としつつ，それぞれ

展は，むしろこの国に展開されることになった新

異なった時期に，その当時の資本主義の世界史的

しい資本の支配的形態を典型的なものとすること

発達をその資本主義化に利用するのであって，決

になった」（宇野［1971］1974：143-4）。ドイツに

して一様に扱うことはできないのであるが，それ

おける経験が「資本主義の新段階を画する」（宇

と同時に世界史的発展を代表し，指導する地位に

野［1971］1974：145）のは，軽工業とともに重工

ある諸国における資本主義的生産方法の発展は

業をも株式会社形態の企業組織と産業金融型大銀

極めて重要な意義を有するわけである。」（宇野

行とが連携するなかで活動様態としての資本主義

［1971］1974： 33）

が展開したことにある。固定資本の巨大化（資本・

その一文は宇野段階論の視野を象徴的に表し

労働比率の上昇）を介して，また株式発行と銀行

ていると思われるが，⑴「資本主義の世界史的発

の産業金融を介して，資本が資本化で評価・再評

達」，⑵それぞれの「世界史的発展を代表し，指

価されていく新たな局面（宇野はそれを「金融資

導する地位にある諸国における資本主義的生産方

本化」と称した），それゆえ活動様態としての「資

法の発展」，⑶個性的な歴史的事情を有する個々

本主義の新段階を画する」局面として現出したと

の国の社会経済体系の「資本主義化」という３つ

いうこと。つまり，宇野段階論において段階性を

の異なった過程が想定されている。そのうえで，

識別する事象は，活動様態としての資本主義の次

⑴の経過のなかの「それぞれ異なった時期」に，

元においてである。特定の国の社会経済体系の次

⑵それぞれの時期における代表的生産方法に影響

元における「資本主義化」の問題は，活動様態と

されながら，⑶一部の国で社会経済体系の「資本

しての資本主義がどのように当該社会経済体系の

主義化」が進行するという事態が想定されている

変容に影響を及ぼすかという構造変化の問題であ

のである。そして「世界史的発達」の相でみる資

り，その構造変化の初期局面の過程が原蓄過程で

本主義とは，「生産諸関係の総体」でもなく「社

ある。宇野によれば，ドイツにおける原蓄過程は，

会の経済的機構」でもないのであり，活動様態と

「農業から工業を分離する過程自身が，機械的大

しての資本主義の展開局面や展開様式が世界史的

工業をもって行われる」から，「旧社会関係の分
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解は，イギリスほどに徹底して行われないでも

経済外的強制による収奪現象の析出，本格的蓄積

大工業を実現しうるという事情にあった」ので，

期に先行する過度期としての歴史段階的特性の分

「一方で過剰人口を農業その他の中小企業に形成

析，国内あるいは世界的規模での本格的蓄積過程

し，保有しながら，他方でその吸収を制限すると

と原蓄過程との同時並存性の探求，勤勉と節約に

いうことになった」（宇野［1971］1974：179）。つ

よる蓄積に引き付けた解釈など多岐にわたる（菊

まり，活動様態としての資本主義の影響のもとで

池 2002）。共同体的慣行に立脚する生存保証の諸

の社会経済体系の変容（「資本主義化」）の問題と

制度の解体に焦点をあてて途上国分析に応用され

して焦点になっているのは，産業構成上の工業的

てもいる（山崎 2014）。ある歴史的段階に特有の

部分と非工業的部分とのあいだでの資源のシフト

過程なのかそれとも不断の過程なのかという点に

であり，生産関係のタイプという観点での資本賃

ついては，近年の論調は不断の過程として理解す

労働関係とそれ以外の生産関係との比重の変化で

る傾向が強く，市場化の蔓延過程や，資本家層が

ある。

自らは実現することができない蓄積条件の整備過

活動様態としての資本主義は資本蓄積過程とし

程（民営化を含む）が注目されているようである

て具現するから，資本蓄積様式（資本主義が継続

（Hall 2012：1191-3; Nichols 2015）。しかしそれ

的に展開される様式）は，同時代の各国の「資本

らの議論は，増殖過程が展開する局面，その制度

主義化」にとっても重要な代表的産業や典型的産

的制約条件が解消する局面，さらにそれらを包摂

業を特定しないと様式として描出できないという

する社会経済体系の構造や過程などが未整理の状

のが宇野の理解だったのであろう。その蓄積様式

態で原蓄過程論を援用していると思われる。そこ

は，中長期的にみれば世界史段階的に変化してい

で，本稿の観点からマルクス原蓄過程論を再解釈

く。各国の社会経済体系のほうは，活動様態とし

しておこう。

ての資本主義の代表的蓄積様式をすでに所与のも

マルクスが原蓄過程とみなしたのは，「自分が

のとして受容せざるをえない制約のなかで，世界

もっている価値額を他人の労働力の買い入れに

史上のある時期に「資本主義化」という構造変化

よって増殖する」人々と，「自分の労働力の売り

を経験する。そのように活動様態が具体的に展開

手」となる人々とが，相互関係（資本賃労働関係）

する次元と社会経済体系の次元との識別に立脚す

を形成しながら増大していく過程である（Marx

る宇野段階論は，社会経済体系と資本主義とを混

1964＝1968：933-4）。それがこの過程の全体的な

同してきたゾンバルトやマルクス学派的移行論の

特徴であるが，問題はこの過程がどのような要件

分析枠組から脱却するうえできわめて有意義であ

から成り立っているかにある。そのさいマルクス

る。ただ，原理論・段階論・現状分析論の三段階

が一方での「緩慢な過程」や「蝸牛の歩み」を特

方法論を強調した宇野は，社会経済体系の構造変

徴とする局面と，他方での急速に展開する局面と

化の分析は現状分析の課題であるとみなした。つ

を区別したことに注目する必要がある。緩慢であ

まり，歴史的・個性的な事例研究の課題とし，構

るか急速であるかの区別は，社会経済体系におけ

造変化の標準的パターンを描くことは想定してい

る資本賃労働関係の比重上昇（つまり「資本主義

なかった。しかしながら，先進諸国の事例だけで

化」）の程度ということになろう。

なく途上諸国の事例をも豊富に経験した現時点に

まず，農業における「幾世紀にもわたる緩慢な

おいては，社会経済体系の「資本主義化」につい

過程」としての「借地農業者の生成」の過程とし

て標準的なパターンを整序することが可能である

て，領主層の一定部分が土地を貸与する土地所有

し必要でもあると思われる。

者・運用者となっていくこと，その土地を借り受
ける資本家借地農業者が台頭したこと，「旧来の

２

 蓄過程における資本主義と社会経済
原
体系

世襲農民」が追い出されたこと等が列挙された

原蓄過程論は，歴史研究でも途上国研究でも参

ては「多くの小さな同職組合親方や，もっと多く

照・応用されてきた。菊池壮蔵の整理によれば，

の独立の小工業者たちが，あるいはまた賃金労働

（Marx 1964＝1968：942, 969-71）。製造業におい

－ 39 －

琉球大学教育学部紀要

第 96 集

者さえもが，小資本家になり，そして，賃金労働

される資産）を生産事業で運用する担い手のこと

の搾取の漸次的拡大とそれに対応する蓄積とによ

であろう。それゆえ上記の一文が意味しているこ

って，文句なしの資本家にな」るという「蝸牛の

とは，農業に従事する資本家（借地農業者）の場

歩み」が進行したことが取り上げられた（Marx

合とは異なって，製造業に従事する資本家の生成

1964＝1968：979）。「蝸牛の歩み」とは，勤勉と節

は，既存の製造業従事者のなかから自生的に展開

約による蓄積の進行をさしていると考えられ，そ

した「蝸牛の歩み」としての資本家の生成そのも

れだけであれば「資本主義の精神」を強調する議

のとは区別されるべき局面において，急展開した

論と大差ないであろう。勤勉と節約に立脚する階

ということである。そのことの含意は，一方での

層が担った資本主義という活動様態は農業でも製

産業構成上の変化としての製造業の比重上昇（つ

造業でもみられたが，それだけでは社会経済体系

まり工業化）と，他方での諸産業（農業と製造

の「資本主義化」は長期にわたる緩慢なものにと

業）で共通に普及している資本賃労働関係の比重

どまるという点が重要である。

上昇（つまり「資本主義化」）とを想定したうえ

そのような緩慢な過程は，土地所有関係の変化

で，前者（工業化）が生起してはじめて後者（「資

や生産技術・方法の変化による労働生産性の上昇，

本主義化」）が急展開したということであろう。

生産手段の集積，労働者の食糧自給用土地の縮小，

ここで原蓄過程理解に関連する「農業資本主義」

耕作者の減少と土地生産性の上昇などと同時進行

論議について言及しておきたい。たとえば櫻井毅

した（Marx 1964＝1968：973）。それらは詳しい

は，宇野が「農業部面の資本主義化」を軽視した

説明を欠いた列挙にすぎないが，農業分野に由来

と批判して「農業資本主義」の重要性を強調した

する平均所得の上昇と農工分業の進展とが含意さ

（櫻井［2006］）。しかしながら「農業資本主義」

れ，「ただ農村家内工業の破壊だけが，一国の国

という表象は，ゾンバルト以来の体系像としての

内市場に，資本主義的生産様式の必要とする広さ

資本主義をマルクス学派が再構成するさいに，マ

と強固な存立とを与えることができる」（Marx

ルクスが多用した「産業資本」の語を援用して当

1964＝1968：976）とされた。問屋制的委託システ

該体系像をサブ段階に識別するために，「産業資

ムと内部請負制とを備えた製造事業所管理運営シ

本主義」を中軸に据えてそれ以降を「金融資本主

ステム（問屋制工業）が，農村における農業と農

義」や「独占資本主義」の語で，それ以前を「農

村家内工業（農閑期副業）との融合関係を崩し

業資本主義」や「商業資本主義」の語で表象する

て，工業を専業とする農村民を増大させ，さらに

営みの一環である。その延長上で農業における資

つぎのステップである機械制工場の台頭によって

本賃労働関係の普及・定着に限定した表象として

農村における農工結合が解体される（Marx 1964

も用いられ，農産物需要の増大による超過需要傾

＝1968：977）。以上の経緯や諸要因に関して現在

向の顕在化を背景として，より肥沃な土地で集約

の時点から捉え直すにはプロト工業化をめぐる論

的耕作が行われ販売用作物が生産されていたイン

議を踏まえる必要があると思われるが，本稿では

グランド東部・南部で他人労働力（奉公人労働を

割愛せざるをえない。

含む）を雇用する農業経営が台頭・拡大した事象

本稿で重視したいのは，マルクスが「産業資本

を指す（Shaw-Taylor 2012）。イギリスで「産業

家の生成は，借地農業者のそれのようにだんだん

資本主義」が成立する前提として，地主－借地農

に進行したのではなかった」（Marx 1964＝1968：

業者－賃労働者という三者構造の形成を特徴とす

978）という明快な認識を示していたことである。

る「農業資本主義」の段階があったことを強調し

しかもその一文には重要な注記があり，「ここで

たことで有名なのはR.ブレナーであるが，それ

産業的というのは，農業的にたいして言うのであ

に対しては近年明快な反証が提起された。それに

る。『範疇的』な意味では，借地農業者も工場主

よると，イングランドで生起したこととほぼ同様

と同じに産業資本家である」と述べられている。

のことは南ドイツでも生起していたこと，賃労働

借地農業者と工場主に共通して使われた産業資本

と称されているものの３分の２は年季奉公の農業

家という範疇とは，資本（資本化で金銭的に評価

奉公人だったこと，農業における生産性上昇が加
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速するのは「農業資本主義」段階から脱している

は，社会経済体系の構造変化の初期局面として想

はずの18世紀後半以降であったこと等が強調され

定することができる。

ている（Ghosh 2016）。「農業資本主義」を持ち
出す議論は，暗に工業化の先行条件の１つとして

３

定型化事実と関連づけた論点整理

農業発達が必要であったことを主張したいのだと

活動様態としての資本主義が具体的に資本蓄

思われるが，そしてたしかに農業生産性の上昇が

積を展開していくなかで社会経済体系が「資本主

工業化の前提条件の1つであるか否かはイギリス

義化」していく過程を想定したうえで，その初期

の経験を超えた普遍性のある重要問題であるが，

局面の過程を提示したのがマルクスの原蓄過程論

しかしそのことは「農業資本主義」段階を想定す

であった。本節では，現在の各種検証結果を踏ま

る理由にはならない。

えて原蓄過程の特徴を再構成することを試みよ

さて，資本賃労働関係の比重の問題に戻ると，

う。そのためには個別国ごとの個性的事象を超え

その比重上昇の急展開は，まず「新たな世界市場

た標準的パターンの抽出が必要となる。クズネッ

の商業要求」によって促され，すでに存在してい

ツが「横断面分析の大きな利点は」「過去に関す

た「高利資本と商人資本」が製造業に流入するこ

る入手しがたい直接的なデータなしに，過去を推

とが強調された（Marx 1964＝1968：979）。保護

測することができる」ことにあると述べたことや

貿易制度が「古風な生産様式から近代的生産様式

（Kuznets 1966＝1968：下397），ヒックスが「統

への移行を強行的に短縮するための，人工的な手

計上の一様性（statistical uniformity）」（Hicks

段だった」（Marx 1964＝1968：987）という指摘

1969＝1970：10）から標準的な発展を把握するこ

もある。要は，製造業に対する需要が拡大したこ

との重要性を説いたのも，またN.カルドアが理

とと，保護貿易に側面援護されながら製造業内部

論的に説明されるべき事象として６つの「定型

の自己貯蓄を上回る投資基金が製造業に流入した

化された事実（stylized facts）」を提起したのも

ことを論じているとみてよい。ただし制度的制約

（Kaldor 1961），さらにはマルクスがイギリスの

があり，「高利と商業とによって形成された貨幣

事例をもとに「産業の発展のより高い国は，その

資本は，農村では封建制度によって，都市では同

発展のより低い国に，ただこの国自身の未来の姿

職組合制度によって，産業資本への転化を妨げら

を示している」（Marx 1964＝1968：９）と述べた

れ」ていた（Marx 1964＝1968：980）。その制約

ことも，諸国の経験を分析するさいの視座を特定

条件（農村における耕作権や入会権および都市商

するためだったと考えられる。

工業におけるギルド規制など）が解体・弱体化さ

カルドアが提起した６つの定型化事実のうち

れることが，原蓄過程の社会的・制度的側面であっ

の１つはマクロ経済が恒常的な率で成長すること

たということになる。

であるが，新古典派の側からR.ソローが提示し

小括すれば，原蓄過程とは，産業構成の変化の

たマクロ成長論はそれに対する理論的応答の試み

側面では工業化が，生産諸関係の変化の側面では

であり（Solow 2000：28），M.アグリエッタが資

資本賃労働関係の比重上昇が進行する初期局面の

本財部門と消費財部門とが補完的に発展する内包

過程である。制度的条件も勘案すると，私的所有

基調の蓄積を支えた生産様式とその社会的調整形

のもとで資本とその蓄積が認定され，農業や伝統

態をフォーディズムという語で表現したのも同じ

的都市商工業を支えてきた制度や慣行が排除・弱

定型化事実に対する応答だった（Aglietta 1976

体化されるなかで，需要が膨張する製造業に対す

＝1989）。定型化事実という表現は，カルドア自

る保護政策のもとで非製造業から製造業へ投資基

身の用法を超えて近年ますます多用されている

金と労働力が流入することで，工業化を伴いなが

が，理論的に体系立てて説明することが期待でき

ら資本賃労働関係の比重が上昇する過程である。

る事象を一定のデータに依拠して記述することで

それは，イギリスに関しては緩やかな局面から急

方法論上の便宜として措定される命題として特徴

展開する局面までを含む長期的なものであった

づけられる（Abad & Khalifa 2015）。多くの用

が，所要期間に関わらない標準的パターンとして

例に共通するのは，特定国が個性的に経験する歴
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史的事実とは区別された代表的ケースに関する事

うことはできない。本稿で扱うのは，クズネッツ

象を，諸国横断的データから措定することにある。

事実前半局面にある諸国の構造変化の問題であ

定型化事実は特定の国・地域でそのまま具現する

る。この初期局面においては，製造業での資本主

事象ではないし，個性的な歴史的事実として検証

義の展開が重要な意味をもち，産業構成上の変化

されるとはかぎらないが，諸国の経験を分析する

の側面では工業化が進展するか低迷または後退す

さいの方法論上の便宜として措定しうるものと考

るか多様なケースが混在しつつ，生産関係上の変

えることができる。

化の側面では資本賃労働関係の比重上昇の程度や

マルクス原蓄過程論は，産業構成の変化とし

あり方にも多様性がみられるであろう。その多様

ては工業化（製造業の比重上昇）の進行を想定

なパターンを捉えるための視座として標準的パ

している。製造業の比重は，国ごとの社会経済

ターンの具体的内容を確認しておく必要がある。

体系における事象として把握されるが，現在はそ

社会経済体系における産業構成上の変化であ

の比重の変遷についての標準的パターンとして，

る工業化が重要なのは，１人当たり GDP との相

１人当たりGDPの上昇につれて製造業の比重が

関がより明確だからであり（Felipe et al. 2019：

逆U字型になるというクズネッツ事実（Kuznets

153），成長のエンジンとしての工業化は近年の

fact）が認定されている（Krüger 2008）。それを

開発経済学的研究においいて再認識されつつあ

もとにしたS.クズネッツ自身による近代経済成長

る。そのさいよく持ち出されるのが，製造業が収

に関する説明は現時点ではかなり疑問視されて

穫逓増的部門であることを示したカルドア法則

いるが（Broadberry 2016），クズネッツ事実そ

（とくにその第２法則としてのKaldor-Verdoon

れ自体はたえず再確認されてきた。原蓄過程論の

法則）であるが，それは製造業生産性上昇が製造

対象になりうるのはその逆U字パターンの初期局

業生産成長と相関することを意味する
（Mamgain

面であるが，その初期局面に関してはクズネッツ

1999）。カルドア法則の検証は０と１の間の値を

自身も援用したW.A.ルイス的構造変化効果，す

とると予想されるその相関係数の検出を主たる

なわち「近代部門」の資本蓄積が進行すること

内容とするが，その係数は低所得国で高く，１

による部門間の資源シフトがマクロ経済成長を

人当たりGDPが上昇するにつれて低下していく

促すという効果が近年注目を集めてきた。関連

（Magacho & McCombie 2017）。クズネッツ事

データの整備の影響で1950-2005年期間に関する

実が示す逆U字パターンの初期局面においては，

ものが多いが（Timmer & de Vries 2009; Szirmai

ルイス的構造変化効果もカルドア係数もいずれも

& Verspage 2011; Mcmillan et al. 2014），1962-

高いがゆえに，工業化は社会経済体系の変容に

2012年期間の中国に関するものもある（Felipe et

とって重要な転機なのである。

al. 2016）。それらの検証結果から浮かび上がるの

工業化が進行するためには，活動様態としての資

は，生産性が異なる部門間での資源のシフトそれ

本主義がその資本蓄積の場として製造業を志向する

自体のマクロ経済成長への貢献度は，１人当た

ための条件が存在しなければならない。その条件の

りGDPが上昇するにつれて低下するということ

根本的なものの１つは，製造業の期待収益率が上

である。換言すれば，初期局面においては，農業

昇することであろう。何らかの経済外強制に由来

２）

部門の生産性が相対的に低いかぎり ，農業から

する特権的な利潤獲得機会を除けば，期待収益率

製造業へ資源がシフトすることがマクロ経済成長

上昇をもたらすのは製造品をめぐる超過需要傾向

に大きく貢献する。

の顕在化，すなわち国内需要が膨張するのに対し

クズネッツ事実は多くの諸国が脱工業化局面に

て国内生産が対応できない状況の出現である。

突入した経験を内包している。脱工業化局面にあ

そこで，ある個別商品の需要水準が時間の経

る諸国が増えてきたことと資本主義の蓄積様式の

過とともに成長曲線の形状になるという定型化

世界史段階的な変容とは関連していると思われる

事実（Aoki & Yoshikawa 2002）に注目しよう。

が，蓄積様式の変容とクズネッツ事実後半局面と

横軸を時間ではなく平均所得に，個別商品を個別

の関連の問題は本稿の射程を超えるのでここで扱

産業に置き換えてもそれは妥当するであろう。そ
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れは平均所得上昇に対応するある産業の需要の

製造品に対する需要の膨張は，社会・文化的特

所得弾力性が，低い状態から始まったあと急上

性に関わりなく，所得上昇や嗜好の変化に伴って

昇し再び低下することを含意する。各種産業の

生起しうるし，資本主義的活動はそれに反応して

そのようなサイクルの交錯が産業構成の変化を

製造業に向かうであろう。先行的所得上昇がどの

誘発することについては赤松要の雁行形態論や

ような要因で生起するかについてマルクス原蓄過

R.バーノンのプロダクトサイクル論が提起した

程論は示唆してはいるが，具体的な論点として整

が，近年の進化経済学の側からも再提起されてい

理できる状態ではない。先行的所得上昇の歴史具

る（Lorentz et al. 2016）。需要の側面は，活動

体的要因や経緯は別として，全般的な歴史的事実

様態として定義された資本主義概念に依拠する場

としては製造業生産は世界各地で発達してきた。

合は必要不可欠な説明要素となる。ある分野の需

イギリス製造業生産は16世紀以降に緩やかに増大

要が膨張して超過需要傾向と価格上昇傾向が顕在

したあと，18世紀終盤以降に急増して19世紀を迎

化すると，期待収益率が上昇し，当該分野で資本

え た が（Crafts & Mills 2017）， そ の 後 の1870-

主義的活動が活性化するからである。イギリス史

2007年期間の詳細な世界の製造業生産に関する検

の事例を傍証に持ち出せば，世帯の多就業・長

証によれば（Benetrix et al. 2012）
，安定的であっ

時間労働を可能にする就業機会の存在，貨幣賃

たとはいえないが，世界各地域で着実に製造業

金上昇と食糧価格下落による実質賃金上昇など

は拡大してきたのである。植民地主義や帝国主義

により，18世紀には多様な消費需要が膨張した

のもとでの周辺化・従属化が問題とされてきた途

（McKendrick 1982）。とくに外国品の模倣によ

上国（工業化未達成国を含む）といえども，生産

る新消費財の登場が顕著で，輸入代替的国産化と

額に関しては製造業は拡大傾向で推移してきた。

その多様な応用品や改善品の一環として産業革命

製造品に対する国内需要の膨張とそれに対する国

に照応する新商品群も出現した（Berg 2002）。18

内生産の拡大は，工業化の進行に結びつく場合と

世紀のイギリス成人男子労働者の賃金はヨーロッ

そうでない場合とがあるとはいえ，世界史的な傾

パの他の地域よりも高かったし，女性紡績工の賃

向としては各地域で進行してきたという事実を踏

金も18世紀終盤に急低下するまでは上昇していた

まえねばならない。社会経済体系としては「資本

（Allen 2015）。

主義化」が進行しなかった諸国・地域でも，活動

構造変化問題に関して進化経済学が台頭するに
ともない，需要側の要因に反応する企業の適応過

様態としての資本主義は各国・地域で展開したの
である。

程が注目されているが，それは原蓄過程の再解釈

また第２次大戦後の世界の製造業発達には独

に有益かもしれない。P.サヴィオッティとA.パイ

特のパターンがあり，1995-2005年期間について

カは，ある特定の新規財生産部門に対する潜在的

製造業内の諸分野（28分野）に関して検証した結

な最大可能需要と実際の需要とのギャップ（調整

果によると，製造業諸分野の生産性には諸国間収

ギャップ）がある場合，当該部門の企業数（＝参

斂傾向が検出されている（Rodrik 2013）。1970-

入数－退出数）は，参入を左右する調整ギャップ

2009年期間に関する検証では，マクロ経済として

と金融利用可能性，および退出を左右する競争密

も個別産業のレベルでも生産性の諸国間収斂傾向

度とM&Aに規定されるとみなしたうえで，当該

はほとんどみられず，一部の産業のみが「非収斂

部門の競争密度は低い状態からはじまり，やがて

の大海の中の収斂孤島」のごとく存在していると

競争密度の高まりと当該部門企業群の効率性上昇

いわれるが（Castellacci & de Vries 2014），製造

によって調整ギャップの縮小と同時に企業集中傾

業はその稀な孤島なのである。それは先発工業諸

向が進み，その後はさらなる新規財生産部門の登

国の脱工業化や新興工業諸国の早熟の脱工業化が

場を助長するかまたは当該部門の寡占状態に落ち

進行したにもかかわらず，世界全体としては脱

着くと論じた（Saviotti & Pyka 2004）
。それは期

工業化しなかったという事実（Felipe & Mehta

待収益率の動向と資本主義的活動の反応とのダイ

2016）と関連している。世界の製造業は，より生

ナミズムを体系立てて説明する試みといえよう。

産的な製造業を有していた諸国から，低生産性の

－ 43 －

琉球大学教育学部紀要

第 96 集

製造業を有していた諸国へとシフトすることで世

諸国（ドイツなど12国）よりも中間的工業化諸国

界的には脱工業化せず，かつ後者の諸国で労働生

（韓国など14国）が，さらにそれよりも後発工業

産性上昇率が高かったことにより製造業諸分野の

化諸国（中国など18国）が，工業化の初期には特

生産性は諸国間収斂傾向を示した（Felipe et al.

定の製造業分野への特化が著しかった（Romano

2019）。世界各地での製造業生産は，社会経済体

& Tra 2017）。特化度のU字型パターンと関連づ

系が「資本主義化」した国においてもしなかった

けると，特定の製造業分野への特化が著しい状態

国においても拡大・発達したが，それは活動様態

からスタートしたあと諸分野の多様化が進行する

としての資本主義がもたらした事態であろう。

ことが，初期局面において工業化と「資本主義化」

ただ，製造品に対する超過需要傾向の顕在化

とが進行するために必要な条件であるということ

が期待収益率を上昇させるとしても，資本主義的

になろう。またカルドア第２法則が作用するかぎ

活動が国内生産の拡大に向かうとはかぎらず，製

り，とくに国内市場規模が小さい国の場合は，製

造品輸入事業に向かうかもしれない。工業化が

造業の一部の分野は国外市場を取り込んで生産拡

進行するには，輸入を制約して国内生産を一定

大する，つまり国産化と輸出産業化とが同時進行

程度保護することが不可避になると考えられる

する必要があろう。

が，そのことに関連する定型化事実が近年注目を

ところで，マルクスは国債の意義にも言及し

集めている。特化度のU字型パターン，すなわち

たから，資本主義的活動の前提である資金供与方

各国において製造業諸分野（28分野）が多様化

式の発達も原蓄過程を左右する条件の１つとみな

（脱特化）するか特化するか検証すると，１人

３）
すべきである 。徴税体系を中央集権化しつつそ

当たり GDP の上昇につれて生産構造も輸出構造

の恣意的な運用を抑制する機構（議会制度）を備

も多様化し，高所得段階で反転して緩やかな再

えたことにヨーロッパ近代の特徴があるとされる

特化傾向になるというパターンである（Imbs &

が（Broadberry 2016），議会による徴税権力の

Wacziarg 2003; Kaulich 2012; Samaniego & Sun

規律化が「国の債務」の売買を可能にし，その利

2016）。この定型化事実は，自由貿易と諸国の成

回りを軸とする調整機能がイギリス資本市場の発

長との相関を想定してきた論調に衝撃を与えた。

達を可能にした（Muzio & Dow 2017：17）。また

なぜなら，製造業諸分野が多様化することが可能

1870-2009年期間の OECD21カ国から推計された

なのは保護政策が機能する場合であり，特化度の

銀行与信残高の対 GDP 比は，19世紀後半から着

U字型パターンは保護政策的基調のもとでの製造

実に上昇し続け，1920年代の低迷と30年代からの

業諸分野の多様化の進行が１人当たり GDP の上

急落が続いたあと60年代以降急上昇を続けたが

昇と相関するという標準的パターンを示したから

（Madsen & Ang 2016：558），イギリスに後続す

である。かつてP.ベイロックが先進諸国は関税に

る諸国で原蓄過程が進行した背景の１つは1910年

よって製造業諸分野が保護される傾向のある国々

代までの銀行信用の拡大であると解釈できる。近

であったと問題提起したし（Bairoch 1993：chap.

年では対外直接投資を活性化させる諸条件の整備

４- ６），それを踏襲した検証では19世紀終盤か

が途上諸国の原蓄過程を左右する１つの要因であ

ら20世紀初頭において欧米10カ国の関税水準と経

ろう。
以上の整理からイギリスの事例を捉え返せば，

済成長とが相関することも示された（O'Rourke
2000; Lehmann & O'Rourke 2011）。それらに加

国内での製造品需要の膨張，保護政策で支えられ

えて特化度のU字型パターンが検出されたこと

た製造業の多様化，オランダ継承の商人信用に加

は，原蓄過程理解にとって大きな意義をもとつと

えての銀行制度と資本市場の発達，囲い込みやギ

思われる。

ルド規制解体による制度的制約条件の解消を伴い

なお，後発であればあるほど初期局面におけ
る資本主義的生産事業として発達しうる製造業分

ながら工業化と「資本主義化」が進展したという
ことになる。

野も選択肢が限られてくるから，特定の製造業分
野に特化する傾向があるようである。古参工業化
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 びにかえて――「社会的なもの」と
結
の関連

がて頭打ちになり飽和水準に達する標準パター

活動様態としての資本主義が資本蓄積を展開

Germidis 1975）。雇用関係がすべて資本賃労働関

ンが存在することが知られている（Lecaillon &

し，かつその代表的・典型的蓄積様式が世界史段

係を意味するわけではないので（たとえば公務員）

階的に変容していくなかで，個別国の社会経済体

それは近似指標にすぎないが，雇用者比率の上昇

系で工業化と「資本主義化」とが進行する初期局

は自給的・共同的生活手段確保に立脚する就業者

面として原蓄過程を想定するというのが前節まで

の割合が低下することを意味している。その標準

の強調点であった。その原蓄過程の社会関係的側

的パターンを想定したうえで，原蓄過程における

面としては，既存の非資本主義的な生産体制にお

資本賃労働関係の比重上昇に関連する２つの問題

ける生産手段と労働力との分離と，期待収益率が

について確認しよう。

上昇し資本主義的活動が活性化する産業部面での

第１は，17-8世紀のイギリスのみならず19世紀

資本賃労働関係の拡大・普及という両面を視野に

終盤以降の欧米諸国と比べてさえも，１人当たり

入れねばならない。非資本主義的な生産体制にお

GDPの年平均上昇率は戦後の途上諸国のほうが

いて直接生産者が生産手段から遊離する典型的事

高いから，現代の原蓄過程はかつてのイギリスの

例は囲い込みであるが，それは土地エリート層に

ように長期に及ぶ緩やかな過程ではないかもしれ

よる上からの囲い込みだけでなく，農業従事者

ないという問題である。資本・労働比率（就業者

相互間での下からの囲い込みもあったことは18

の固定資本装備率）の世界的な上昇趨勢（それは

世紀以前のイングランドや南ドイツでも（Ghosh

カルドアが提示した定型化事実の１つでもある）

2016），第２次大戦後の東南アジアでもみられた

も前提にすると，資本賃労働関係の比重上昇が鈍

（Hall 2012：1204）。従来の原蓄過程論の応用で

化して，資本主義的ではない生産活動部面に就業

は農村部における生産手段からの直接生産者の追

者が滞留するという現象が短期間で顕在化する可

い立てを一面的に重視してきたが，その追い立て

能性があるという問題でもある。宇野とその後継

自体が資本賃労働関係の比重上昇（「資本主義化」）

者たちが「資本主義の部分性」や「資本主義の不

に結実するとはかぎらないから（Muzio & Dow

純化」と称してきた事態とも関連する問題であ

2017：12- ３），その側面のみに注目すると社会経

り，また第三世界論議のなかで展開された接合論

済体系の構造変化との関連を見失うことになる。

（異種生産様式の並存・接合を持続的・構造的と

そこで，原蓄過程の全体的特徴である社会経

みなす議論）が注目してきた問題でもある（本多

済体系における資本賃労働関係の比重上昇につい

1992：８-９章）。社会経済体系の「資本主義化」は，

ても標準的パターンを想定しよう。ただし，資本

製造業の生産成長を伴う工業化がよほど急速に進

賃労働関係そのものを表す国際比較データは存在

展しないかぎり，限界があることになろう。

しないから，就業者の従業上の地位別分類デー

自営的就業者を自己会計的非専門職就業者

タで近似的に捉えるしかない。つまり，雇用者

（S1）と零細事業所の雇主を含む自己会計的専門

（employees）と自営的就業者と（無給の）家族

職従事者（S2）とに分け，雇用者をフォーマル部

従業者とに分類したデータである。21世紀に突入

門の雇用者（E1）とインフォーマル部門雇用者（E2）

する頃から国連その他の国際機関が社会経済指標

とに分けると４），S1やE2のシェアが低下してE1が

を収集・整理して進捗状況のモニタリングをして

就業者の主流になっていくことが標準的パターン

きたが，そのうちの１つが途上諸国における（と

である（Gindling et al. 2016）。宇野的な「不純化」

くに女性の）家族従業者の比重低下が貧困問題の

の問題とは，後発国であればあるほど雇用者比率

改善と結びつくという認識であった。その前提に

の飽和水準が低めで，S1やE2の地位に滞留する傾

は，雇用者の比重上昇と社会経済発展とが相関す

向が強いかもしれないということである。今後さ

るという認識がある。じっさい，従業上の地位別

らに検討される必要があろう。

分類による構成比変化では，１人当たりGDPの

第２の検討課題は，一方では既存の非資本主

上昇につれて雇用者の比率が急上昇したあと，や

義的生産体制において生産手段と労働力との分離
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が進行し，他方で期待収益率が上昇する産業部面

クス学派の研究成果が交流されている学会誌

を軸に資本賃労働関係の比重が上昇していくとす

に投稿したが，マルクス学派の研究成果との

れば，社会的相互扶助の仕組みはどう変容するか

接点が乏しいという理由で掲載不可となっ

という問題である。17-8世紀を通じて労働力の流

た。つぎに，社会学関連の幅広いテーマで研

出（移民）を抑制するために救貧対策に積極的

究交流がなされている学会誌に投稿したが，

だったイギリスの土地エリート層が議会勢力で少数

経済学的でありすぎるという理由で掲載不可

化した19世紀半ば以降にイギリス救貧支出が急減

となった。特定の学会誌にはそぐわないほど

したという特殊事情もあるとはいえ，1780-1880

本稿における諸論点が交錯しているのかもし

年期間のヨーロッパ諸国の一般的パターンとして

れないが，筆者の研究の集大成として，投稿

は１人当たりGDPに比例して救貧支出は増大し

時の論述を整理し直してここに掲載する。

た（Lindert 1998）。教会や慈善団体に依存して

２）家内生産やインフォーマル性，兼業や副業に

いたイギリスを除けば，原蓄過程を経過するなか

よる農村就業者と農業就業者との区別の曖昧

で，人々の相互扶助は国家的再分配機能を介する

さなどの計測上の問題を考慮して推計された

ものに再編成されると解釈することができる。国

1985-2000年期間の151カ国のデータを用いた

家的再分配で社会サービス（社会保障・社会衛生・

検証によると，農業の生産性は非農業のそれ

住環境・教育など）を供与する体制を追求したの

を下回ることがとりわけ途上諸国で顕著で

５）

がドイツの社会国家論や社会政策学であるが ，

あることが再確認されている（Gollin et al.

それらの議論に牽引されて「社会的」という語を

2014）。

前置する言辞が20世紀初頭以降に蔓延する（高

３）G.M.ホジソン（2015）は資本主義的経済の

良 2016a）。現代の途上諸国でも「社会的なもの

存立要件に関する優れた理論的考証をした

（the social）」への対応が重要な政策課題として

が，資金を供与する仕組みの発達を重要要件

浮上してきたことが指摘されているが（Razavi

の１つとして強調している。

2007），それは多くの途上国において相互扶助の

４）E1の定義は，労働組合加入の雇用者，雇主が

再構築が模索されていることを意味すると思われ

社会保険や健康保険を負担している雇用者，

る。

正規の就業契約を結んでいる雇用者のうち少
なくとも１つを充たしている者。

以上，本稿では原蓄過程の標準的パターンを
特定することを試み，いくつかの標準的事象を列

５）ドイツにおける社会国家論や社会政策学の台

挙した。たしかに，それら事象を関連づけながら

頭を支えたのは歴史学派経済学である（岡田

体系立てて説明するには至っておらず，問題とな

［1972］2014）。

りうる諸論点を抽出したにとどまるかもしれな
い。しかし，ゾンバルト的認識枠組に包摂されて
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