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１．問題の設定をどのようにすべきか

資本主義
(1)
という概念は，実に多くの思想

的・時代的背景にはぐくまれ，成⻑してきた。

しかし，多くの論者に共通する構えは，商品経

済の原理が⽀配的となった近代の機械制⼤⼯業

の時代を資本主義という特殊な時代であると把

握し，そこに⽋陥を多く抱え込んだ忌まわしい

社会として，これをば，批判すべき対象として

の社会概念として定着させてきたようであ

る
(2)
。したがって，このような資本主義の社会

を批判し，あらたに，次の時代の理想社会を構

想し，模索しようとするとき，そのときどきの

時代背景のありようによって，どのように資本

主義社会批判を展開するかという点において

は，さまざまに変遷したというのもまた事実で

ある
(3)
。

だが，硬直したイデオロギー対⽴がひとまず

終焉した現代においては，商品経済に対する原

理原則の観点から批判をして，商品経済を否定

したところから次の社会のイメージを構想する

という原理的な社会主義へのアプローチは，影

を潜めつつあるように⾒える。そうではなく

て，現在では，多くの論者から，市場社会主義

の構想や提案が提起されるようになってきた。

市場が⾒直されてきたのである。理由を理論の

次元で問わねばなるまい。すなわち，なぜ，商

品経済的な原理を排除して，社会主義の理想社

会が構築されねばならないとした，従来型の社

会主義理論が放棄されるにいたったのかについ

て，理論レベルでの考察が必要なのである。本

稿は，⼈間⾏動を歴史的視野で総括するという

視座から，この問題を課題とする。この場合の

理論とは，社会の本質は，⼈間の⾏動様式で決

定されるという，⾏動理論としての経済学の基

礎理論構築の⽴場である。⼈間⾏動を原理とし

て把握するという，⾏動論的アプローチの⽅法

に⽴脚して，資本主義の特殊性といわれる問題

を考究してみたい。

さらに，課題を別の⾓度から表現すれば⽣産

⼿段の国有化ないし公有化を軸に，社会全体の

社会主義的計画経済という，従来型の構想とし

ての社会主義社会構想の⽋点は，何だったのか

を総括することが緊急の課題である。マルクス

主義は，どの命題がどのような理由で限界を有

していたのか，真摯に振り返り，反省しなけれ

ば時代を牽引する前進の契機が保持できないの

はいうまでもない。その際には，⼈類の貴重な

歴史的遺産としての社会主義建設の経験は貴重

である。⾔い換えれば，数学的数量分析に依存

しないで，歴史的な思考実験を蓄積させつつ前

進しなければならないマルクス経済学の宿命
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は，現状ないしは過去の豊富な社会主義建設の

分析と反省を抜きにしては，経済学とりわけマ

ルクスの主張に⽴脚する経済学としての新地平

への脱⽪はありえないであろう
(4)
。

２．社会主義の編成原理と⼈間の⾏動様

式

社会主義の基本は，⼈々が相互扶助原則に基

づき，社会的な⽣活・⽣産の集団で，労働し，

⽣産・分配・消費を⾏う社会的理想の実現，と

いうことになろう。そのとき，何らかの意味で，

共同体が⼈間⽣活の基本たりえなければなら

ず，個⼈的な私利私欲の追求や，個⼈単位での

政治活動や経済活動は，厳格に規制されるとい

う，発想に基づいて，⼈間の⾏動様式を集団依

存型原理に純粋化しようと⽅向づけされてきた

といえる。

フランス⾰命に象徴される近代市⺠社会の思

想的統合のシンボルは，いうまでもなく，⾃由・

平等・友愛（博愛）である。そのとき，友愛と

いう問題をひとまず棚上げして，⾃由と平等が，

仮に⼆者択⼀の場合，どちらの原理が優先する

かと問題を建てれば，いうまでもなく，社会的

な平等が個⼈的⾃由に優先する，そのような社

会こそ理想として，構築されねばならない，と

考えられて，社会主義の壮⼤な実験と実践が試

みられてきた。

そのような時代背景を経て，われわれにとっ

て，過去の歴史を振り返っての教訓は，いくつ

か総括できるであろう。

たとえば，⼈⺠公社のアウタルキー的分業の

共同体を構築する試みや，農業は⼤寨に学ぶと

いうような⼈海戦術的集団労働や，ポルポトの

カンボジア社会主義の壮⼤な実験は，集団労働

による社会的強制的⽣産と，商品経済の象徴と

しての貨幣の制度的な廃絶の実験であった。集

団労働は，他の社会主義諸国の実践でも多く⾒

られたが，直接的な貨幣廃絶の実践は，ポルポ

ト的社会主義を措いてほかにない。しかし，貨

幣のない社会に⽢んじえた時間は，ほんの⼀瞬

であった。

これは，何を意味するのか。貨幣こそ共同体

の経済活動における求⼼⼒を形成する鍵である

という事実ではなかったのか。たとえば，地域

通貨やコミュニティ通貨の理論は，貨幣なき社

会主義論の対極の，貨幣を結合軸とした新たな

社会主義論の登場の基礎理論的意味を持たない

か。共同体ごとに独⾃のシンボルとしての貨幣

を⽣み出しているという事実は何を物語ってい

るのか。

⼈類は，太古の昔から，⼈間同⼠の交流にお

いては，富や貨幣的な財を中⼼に形成されてき

た。これが現実であるならば，流通形態の特殊

性を強調して，流通なき⽣産実体のみの社会を

経済原則として理論的に抽象化し，形態を排除

した社会主義の経済原則であるはずだと理解し

てきた，マルクス的，ないしは，宇野弘蔵的な

従来の理論的基礎とは何であったのか。疑問は

深まるばかりである。

もうひとつ，社会主義理論の基礎になった，

階級対⽴の理論が，資本主義分析でも，社会主

義構築でも，無⼒なテーゼに堕してしまったの

には，どのような内在的理由が潜んでいるので

あろうか。階級闘争のその果てには，またあら

たな階級闘争が控えていて，⼈類はなかなか闘

争の循環から脱却できないでいる。階級を無く

すということは，⼀⾒すると 尤
もっとも

で，簡単な社

会改良に思えるのだが，そこに根本の陥穽が潜

んでいる。

階級とはなにか。階級とは，序列意識なり序

列の秩序ではないのか。

まだ，充分な論点を汲みつくせないが，共同

体の内部に普遍的に存在する序列が，社会全体

の階級概念の基礎にあるという論点を提起し

て，読者の批判を待ちたいと思う。
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共同体という⼈間⽣活の基礎集団には必ず何

らかの意味で序列としての共同体秩序が存在す

る。

ポパー流の反証可能性からいえば，序列が⼀

切ないような共同体の具体的例⺬がひとつでも

存在すれば，仮説は逆転する。しかし，序列の

ない⼈間の集団は，ない。あるいは，分化なり

分業のない集団はないといってよい。このよう

に，階級という視点を，普遍的な共同体内部の

序列的関係として理解したい。双⼦の兄弟で

も，家族内の序列を明確にしたいという⼈間本

能が作⽤する。横の序列の集団を，同じ階級の

集団と位置づけることが可能である。このよう

に，本稿の⽴場として，共同体と階級を関連付

けて理解したい。

⼈類の歴史は，階級闘争の歴史であった，と

いうのは，原始共産制の時代が存在したか否か

の議論を別にすれば，ある意味で正しい。⼈類

は，序列や⽀配の優劣をめぐって，はてしない

競争状況を繰り返してきたし，その序列をめぐ

る競争は⼈類の⽣きるエネルギーそのものなの

かも知れないからである。

しかし，⼈類の後半の歴史は，無階級社会の

建設だ，と主張し，いくら理想を説いてみても，

その先には，階級しか存在しないような，息苦

しい中央集権的集団管理を優先するセントラル

コミッティ型社会主義しか誕⽣しないという，

厳然たる逆説の現実が横たわっている。それは

なぜか。

この，なぜを議論するなかで，⼈間
(5)
の⾏動

様式なり，⼈間の⾏動類型，あるいは⼈間の⾏

動原理としての別の側⾯，すなわち経済学の原

理は何を公準にして展開が可能なのか，新たな

る地平が⾒えてくるだろう。競争の起源がなん

であるのか，なぜ集団内部で，競い合わなけれ

ばならないのか。友愛と同時に，敵対の関係が

発⽣するのはなぜなのか。経済学の常識では解

明できない疑問ばかりである。

この，階級理論としてのマルクス主義の存在

意義の問題を考察する鍵のひとつが，市場社会

主義理論の提唱者でさえ，商品と貨幣の市場を

構想して，市場社会主義だと想定しているとい

う事実にあるように思える。たとえば，協同組

合の思想とか，地域通貨の思想では，資本の存

在が拒否される。利潤追求の資本の運動を社会

主義のなかに許容しないという，無意識の理論

的スタンスは各論者に共通であるようである。

要するに，鍵は，交換は許せる，しかし，⾦儲

けは許せない。このとき，⼈間の⾏動原理に主

観的な評価が介在してしまうのである。糾弾す

る以前に，理論家は，⾦儲けビヘイビアの理論

的起源を説明してみせなければならないだろ

う。

⼈間には，交換活動という⾏動様式のほかに，

さまざまな⾏動様式があって，利潤追求・⾦儲

けの⾏動様式の側⾯もあるのであり，交換を⾏

う市場は市場社会主義的社会であるが，利潤を

追求する市場は資本主義的であり，ゆえに，社

会主義的カテゴリーではないという理解が，ひ

ろく存在するものと思われる。

だが，⼈類が熱中できたのは，勝ち負けのはっ

きりしたゲームではなかったのか。競争ゲーム

以外に活動の継続性を担保できるような⾏為の

契機は存在しない。戦争もそうである。スポー

ツでのゲームの勝負もそうである。コンピュー

タ・ゲームも，株式売買のゲームも，すべて⼈

間を極限まで奮い⽴たせるエネルギーを惹起さ

せる。なぜ⼈間⾏為のなかで，ゲーム的競争や

勝負に没頭させる必然性が存在するのか，理由

はそれ以上わからない。しかし，⾃分の名誉に

関することになると，⼈は本気で努⼒するもの

なのである。

問題を社会主義の構想に戻そう。たとえば，

階級社会論の視点ではなく，⼈間の主体的な交

流・交換・コミュニケーションの場の設定を，

地域通貨の導⼊や，他者に対する憐憫の情感，
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あるいは，ボランティアや環境問題や相互扶助

などを機軸にして構想しようという興味深い試

みがいくつも提起され，実践されつつある。そ

の論点はいずれも説得的である。しかも，社会

の改良改善は，⼈間同⼠のあらたなコミュニ

ケーション関係の再構築に懸かっているという

⽴場から，協同組合の形成や連帯を基礎とする

交易を構築し，それによるところの公益の追求

は賛成するところではある。しかし，経済学は，

思想を超えて思考を実践しなければならない。

なぜ中央集権が破綻し，市場が成功するのかと。

⻄部忠は，優秀な経済理論家であると同時に，

社会改⾰にも強い興味を⺬している。彼は，地

域通貨の実践例を紹介した「グローカル通貨

『Q』――オルタナティヴな市場経済のための

カウンター・メディア――」を発表し，次のよ

うに叙述した。

「グローバリゼーションそのものに，なにか

資本主義経済の新たな変化があるようにも思え

ない。むしろ，それは情報化を伴ってはいるが，

資本主義経済の地球規模での拡⼤であり，さら

なる加速であるにすぎない。経済や⾦融の不安

定性，景気変動に伴う倒産や失業，貧富の格差

の拡⼤，環境破壊と消費⽣活の画⼀化，コミュ

ニティの崩壊にともなうコミュニケーションと

倫理の危機……こうした種々の問題が⽣じてい

るのは，資本主義の短所が改めて⽬に⾒える形

で露わになってきたからではないか。これらを

解決するには，市場社会そのものを否定するの

ではなく，市場のプラス⾯を継承しつつマイナ

ス⾯を克服するような新たな市場社会を構想す

べきである｣
(6)
，と。

この主張の眼⽬は，市場のプラスの側⾯とマ

イナスの側⾯の両⾯の存在に着眼したところで

あり，社会改⾰の筋道に市場が有効であるとす

るところにある。グローバルな資本主義の問題

はさしあたり，ここでは考察の対象外とする。

しかし，プラス側⾯がなぜプラスであり，マ

イナス側⾯がなぜマイナスなのかについては，

理論的な踏み込みを⼗分になしえているとは思

われない。評価は最後に下すものなのであっ

て，とことんまで理論を詰めてみなければなら

ない。

この試論的考察では，貨幣を資本への連続性

において把握し，資本家的な⾏動様式の起源は

貨幣存在そのものに存すると通説ように理解す

べきなのか，そうではないのか，考えてみたい

のである。それとも，資本をもたらすような競

争的な⾏動様式と，交換を単純に追求するコ

ミュニケーション的な⾏動様式との間には，⾮

連続な断絶が存在しているのか，探ることを課

題としたい。結論を急げば急ぐほど，この考察

には枝葉末節であるかに⾒えて，実は，本質の

部分であった，というような⾒落としが不可避

であるかも知れない。さらには，⾃分たちの独

⾃な貨幣流通によるコミュニティの創造という

オルタナティヴの提唱に⾒られるような，理想

論の根拠がどこにあるのかを探ることも重要な

課題である。

３．社会主義でも市場が消滅しなかった

理由

現代の中国が，社会主義という制度を維持し

つつ，資本主義的な市場経済を導⼊している，

という主張は陳腐に聞こえる。しかし，これは

決して陳腐な取り合わせではない。しかも，従

来の資本主義・社会主義のせめぎあいという構

図を前提にしては，正しい解は導けない。社会

主義のなかの資本主義，という把握でも，なに

も理解したことにはならない。市場が⼈間の⾏

動様式の基礎のひとつであるという，本質的な

⼈間コミュニケーション様式の⾏動原理に由来

する現象として理解して初めて，本質に迫りう

る現象なのである。

社会主義というのは，⼈間の科学的理性の絶
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対性から誕⽣した，⼈⼯的社会構築の揺るぎ無

い⾃信を背景にするものであった
(7)
。その科学

的な理性は，⾃然を⽀配したのは⼈類の英知な

のであるから，⼈類⾃⾝の理想社会を設計する

のもまた，神の領域に到達した⼈類の英知なの

だという近代⻄洋のあふれるばかりの知識⼈の

⾃信が根底に横たわっている。また，この⾃信

は，マルクスの経済理論は科学であるという⾃

負にもよっている。

社会主義の時代背景は，⾼度に発展した爆発

的⽣産⼒の社会の到来を資本主義の本質である

と把握する，マルクスの経済学の『資本論』に

よる完成そのものに象徴されるといえよう。⼈

類は，⽣産⼒というプロメテウスの魔法の⽕を

獲得した。あとは，それをどう使いこなすかと

いう⼈類の知恵の領域に属する，と。

資本主義を構成するのは，市場の原理，商品

経済の原理，⾃⼰の満⾜最⼤を追求する原理，

利潤最⼤化を希求する資本の原理，要するに，

⼈間の⾏動に即して表現すれば，⾃⼰の欲望を

充⾜するために，商品と商品とを交換し，連続

的に，安く買って⾼く売る商⼈的な売買差額を

追求する資本家の⾏動様式に発展・派⽣してゆ

く⾏動原理のみであるとする考え⽅が，基本な

のであった。その原理でもって，⼀社会として

の純粋資本主義が構築されるという理解が，科

学的把握だと確信されてきたのである。しか

し，どのように社会主義をつくるかというと，

⾃分たちにふさわしい共同体を構築するのだと

いう⽬的とともに，市場を排除した社会を構築

するのだ，という肯定的な共同体建設の⽬的意

識性と，資本主義をもたらす市場を廃棄するの

だという否定的な⽬的意識性の，ふたつの⽬的

意識のハーモニーとしての社会主義を建設しよ

うと，先⼈たちは，最⼤限の努⼒を傾けてきた

のである。しかし，結果は無残なものであって，

この理論のどこかが致命的な⽋陥を内包してい

た，ということになる。プロメテウスの⽕は，

無残にも社会主義者の⼿によって，消されてし

まったのである。

どこかが間違いであった。間違いが存在した

のは間違いない。しかし，どこが違うのかは，

空理空論で論ずることは無益である。事実を⾒

ることから始めなければならない。現実の社会

主義は，⾃分たちにふさわしい⼈⺠公社をつく

ろうとして，それはそれで⾒事に成功した。理

想の共同体は，⼈間が作りたいと思ったとおり

に建設できたのである。⾃分たちのコルホーズ

を創ろうとして，それも成功するのである。中

央集権の政治と経済を作ろうとして，強固な前

衛党をつくろうとして，それも成功するのであ

る。共同体はその構成員が合意すれば，どのよ

うな共同体でも，⾃分たちの意図通りに，さし

あたりは，構築できた。ただひとつ，雑草のよ

うに，刈り取っても，刈り取っても，つぎつぎ

と叢⽣してくるものがあった。それが市場で

あった。つまり，⾃由な交換あるいは⾃由市場

であった。⾃主的な交換の衝動は，禁⽌して禁

⽌出来る様な性格のものではなかったのだ。同

様に，個⼈的契機の経済活動への熱中も禁⽌し

て禁⽌しきれるものではなかった。

これが，市場を弾圧しようとした社会主義の

失敗の本源的な起源ではなかっただろうか。中

国は，市場での個⼈的⾏動様式を保護しなけれ

ば，⼈々は継続しては動かない，という本質を

つかんだのだ。国家の権⼒は，市場を弾圧する

政策から，市場を優遇し，保護する政策へと舵

を切った。このさい，社会主義の看板はどうで

もよかったのだ。⼈々が経済活動を⾏えば，ひ

とびとは豊かな⽣活を享受できるのである。も

ちろん，個⼈の⼿腕の差異は貧富の差異を拡⼤

するかもしれない。しかし，最低限でも，経済

の活動を各⾃が全⾝全霊で実践すればよいので

ある。そのときに，経済の活動は，貨幣の求⼼

⼒が必要であった。換⾔すれば，豊かになりた

いという⼈々の欲求を解き放つことが必要なの
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であった。この場合，交換ビヘイビアは，利潤

追求ビヘイビアへと，無条件に連続して発展し

たように思える。このふたつの⾏動原則のあい

だに，断絶ではなく，連続しか存在しないよう

にも思えるのである
(8)
。そして，最後は⼈々は，

家族のために頑張るという家族共同体に帰依す

るのである。

４．⾏動様式における連続性と⾮連続性

の共存

宇野弘蔵の理論的な後継者は豊富である。ほ

とんどの後継者的論者は，ともに，資本主義・

社会主義的対⽴構図のイデオロギーを前提に，

理論的⽅法を構築しているわけであり，労働者

の主体的解放・主体性の回復を社会主義のメル

クマールにしている傾向があるのだが，資本主

義でも，実際の労働は，労働者の主体性の実現

を抜きにしてはかたれない。それでは，搾取さ

れる労働者に，主体性は確保されているのか。

もし，過酷な資本主義的⽣産過程の只中でも，

労働者の主体性は実現している，と理解するな

らば，労働疎外の回復としての社会主義という

構図は，根本から⽡解するかもしれないのであ

る。

周知のように，宇野理論の原理をめぐっては，

純粋資本主義論か世界資本主義論か，という対

⽴軸が存在している。論争は，必ずしも明確な

決着を⾒たわけではないが，この論争から学べ

る論点は存在する。

商品経済の由来と同じく，労働における疎外

の回復は，社会主義を構想する上でも，重要な

論点であることには相違ない。そこで，世界資

本主義論という原理論の⽅法論が，純粋資本主

義社会を想定した経済理論への批判として，影

響⼒を有した時代背景と，世界資本主義論の意

義と限界について，考察を加えたい。

侘美光彦は，「換⾔すれば，資本主義的⽣産過

程の内部においても，どうしても商品経済化し

えない部分が残されている点が重要なのであ

る｣
(9)
と述べる。その主張は，経済理論の内部

に，商品経済的な要因ではない何かを，なんら

かの⽅法でもって反映させたい，その⽅法が「内

⾯化」ではないか，というものであった。

さらに，侘美は，もっと興味深い論点をも提

⺬する。商品は，どこに起源を有するのか，と

いう問題に関連する問題意識を指し⺬すのであ

る。どこから⽣まれたかが判ると，どこに⾏く

のかについても，洞察できるからである。

「いうまでもなく，冒頭商品において⽣産過

程が捨象されるといっても，それは，⽣産その

ものが存在しなくなることを意味しているので

はない。⽣産を前提としない商品など原則とし

て存在しないことは明らかだからである。した

がって⽣産過程を捨象するということは，その

商品の⽣産過程が存在することを当然のことと

して前提しつつも，それの具体的な⽣産のされ

⽅，すなわち具体的な⽣産関係が捨象されるこ

とを意味している。だから，かりに資本主義的

商品そのものをとりだして，その具体的な⽣産

のされ⽅，すなわちその⽣産関係⾃体を捨象し

たとすると，そのようにして抽象された商品は，

結果的には，それ⾃⾝のみをみても，資本主義

的商品であるかどうかわからない商品，すなわ

ち商品形態⼀般に抽象化されざるをえないので

ある｣
(10)
，と。

冒頭商品規定が，資本主義的商品を想定した

ものか，いわゆる単純商品を想定したものか，

という議論においては，資本主義的⽣産の産物

としての商品であっても，そうでない⽣産様式

の⽣産の産物であっても，商品としての区別は

どこにもない，という形態としての抽象性が指

摘されるのである。この論点は，⾮常に興味の

ある議論であって，商品の特殊歴史性に⽴脚す

る⾮連続の⽅法を反省する素材になりうると思

う。もうひとつ，⽣産過程で労働者は，資本家
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の指揮監督下で単純労働を展開するのである

が，そこに疎外ではなく，主体性の⽚鱗が存在

するかどうか，侘美は，次のように，分析する

のである。

「たしかに，資本主義的⽣産様式は，労働⼒商

品の売買をとおして⽣産過程の前後を商品化

し，⽣産過程を商品形態によっておおい，それ

を資本の運動の内部にとりこむ形になってい

る。また，⽣産過程そのものについても，たし

かに機械体系の確⽴によって労働⼒の物化が促

進され，労働者の資本への従属が進展する。だ

が，その⽣産過程は，労働者が対象に主体的に

働きかけ，またその対象が他の⼈間労働を前提

としたものである，という労働⽣産過程の⼀般

的性格を完全には喪失するものではないこと

に，注意されねばならないであろう｣
(11)
，と。

このように，侘美は，資本主義的な⽣産過程

の内部でも，機械体系が確⽴したとしても，労

働者の⼈間としての主体性が労働という⼈間⾏

動の基礎にあると述べ，その労働は，あらゆる

社会に共通の労働⽣産過程のそれであって，特

殊商品経済的・特殊資本主義的なそれではない，

というのである。

いったい，資本主義の核⼼はどこにあるのか。

⼯場の外では，労働者と資本家の，労働⼒商品

の売買が⾏われているようにも⾒える。マルク

スは，売り⼿と買い⼿が対等に市場で交渉する

のであるから，形式的な平等が両者の間に存在

すると分析してみせる。しかし，資本主義は，

⼀⾯では，厳然とした階級社会であるという。

その階級社会の⽀配・被⽀配の関係は，⼯場の

内部の，労働者⽀配にあるという。しかし，侘

美は，その⼯場の内部で，労働者は主体性を維

持しているのだという。階級とは何か。⽀配と

は何か。主体性とは何か。そして，商品経済の

部分性とは，経済理論にどのように反映される

のか。

企業を共同体の⼀種とみる⾒⽅は，この階級

社会性と労働者の主体性の関係を理解に導いて

くれるのではなかろうか。企業が共同体の⼀種

であるという考え⽅は，共同体に主観的評価を

混在させなければ，かなり市⺠権を獲得しつつ

あるようである。

階級社会論はマルクス経済学の基礎であっ

た。しかし，結論から先に⾔うと，階級は，ど

のような社会にも存在する。厳密に⾔うと，社

会に存在するのは，語義が⺬しているように，

ソシエテであり，またカンパリであり，仲間と

しての連帯意識であり，仲間集団が社会概念に

ほかならない。さらにいえば，社会とは共同体

の別称でもある。正確に⾔えば，社会という⼤

枠のなかに，幾重にも，⼊れ籠
こ

の構造の共同体

が重層的に連鎖している。会社のなかにいくつ

もの部局構造が存在しているようなものなので

ある。その共同体の内部に存在するのが，階級

という概念である。階級という概念は，どのよ

うな共同体にも存在する，共同体内部の序列を

⺬す概念である。念のために⾔えば，共同体は

⼈類だけの専売特許ではない。また，序列の構

造をもつ共同体も，⼈類の共同体の専売特許で

もない。サルの共同体の⾏動原理を観察すれば

理解できるであろう。

このように把握しなければ，マルクスの階級

概念は，社会主義・資本主義の両⽅の社会を分

析する道具としての理論たりえない。いや，社

会主義とか資本主義とかの概念もそのものでは

神通⼒を喪失してしまいかねないのである。問

題は，⼈間がどのような⾏動をどのような順番

で制度化するかの⼀点に掛かっている。

たとえば，企業のなかに，⼈間の集団性や組

織性が明確に出るほど⼤きな共同体があるとす

れば，同じ序列の内部に複数の⼈間が所属する。

それが階級である。平社員は平社員の階級序列

に属しているのである。これにたいして，⾝分

というのは，⾃分の分際がどこら辺にあるのか

を意識すれば，⾝分概念となる。したがって，
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序列が固定的な序列であって，そこでの世代の

再⽣産があるのであれば，⾝分の形成に繋がる。

これは，ひとつの社会や都市・国家などの，広

域共同体の階級序列といってもよい。貴族とい

う階級序列が存在した歴史もあれば，奴隷とい

う階級序列が固定化された共同体も存在した。

この点では，上下関係や序列は，⼈間集団であ

れば，絶えず，それを他⼈との競い合いビヘイ

ビアで確認するのであり，意識として，必然的

に出てくるものなのである。すなわち，序列が

あるから名誉の観念も芽⽣え，実⼒を競争で決

着しようとゲーム的競争⾏動の原理が誕⽣する

のである。

私の過去のいくつかの論稿において，賃銀労

働者であってもそれは，資本家の助⼿である，

という意味合いのことを，主張してきたが
(12)
，

もし現実の資本主義社会の実体がそうであれ

ば，社会主義を⽬指した⾰命を起こしたところ

で，共同体に序列が消滅するわけはないという

のは，両社会とも同様ということになる。社会

主義にも，ゆるいコミュニティにも，兄弟のあ

いだにも，およそひととひとが出会えば，どち

らが優位でどちらが劣位かを，決着を着けなけ

れば気がすまないというような，⼈間の共同体

に由来する競争関係と意識が存在するのではな

かろうか。また⼈間に上下関係の序列が明確に

あるからこそ，⼈間は安⼼して共同体を組める

という側⾯が⽣まれ出るのではなかろうか。

⾰命の必要性が，利潤をめぐる競争の廃⽌以

外にないのだという観点から合理化されるとす

れば，その競争ビヘイビアそのものは抑制され

る結果となろう。しかし，⼈間の交換ビヘイビ

アは，競争要因なり利潤誘因を導⼊しなければ

活性化しないというのは，中国の社会主義市場

経済の観察結果を⾒るまでもなく，真理である

といえることではないだろうか。⼈間の⾏動様

式は，共同体から⼀貫して連続しているとすれ

ば，マルクス主義的な唯物史観や社会発展説に

は背くかもしれないが，本質は太古の昔からの

⾏動原理としての刷り込まれたルールが⼈間の

意識を規定し，⼈間はそこから⾃由になれない

わけである。共同体とその共同体の内外で，⼈

間が交易する，交流する，コミュニケートする

という構造が形成されるわけである。

⼈間の精神は，歴史的に形成されて，進化・

発展を遂げて複雑になってきただけであって，

基本の構造は，贈与だったり，共感だったり，

競争だったりで，基本的には普遍性を帯びてい

る。共同体と，その周辺部の市場という基礎構

造でもって，われわれの⽣きてきたあまたの社

会構造の基幹部分の共通する岩盤が⾒て取れる

わけである。

このように分析を進めることに，論理上の⾶

躍があるかもしれないが，事実に対する迫真性

と説得⼒が何がしかでもあるとすれば，従来の

社会科学が歴史法則として信奉してきたよう

な，社会主義・資本主義・封建主義などの⾰命

的発展説は，無⽤になるのではないか。しかし，

共同体の内部のあり⽅や⼈間の⾏動様式には，

程度の差こそあれ，依然として，⾮連続の発展

部分なり，場合の変化に対応した⾏動様式の

ジャンプも存在し，その意味での発展段階区分

は意味を持つと思われる。ただし，⼈間の⾏動

を観察した結果としての，⾏動原理的論理展開

でなければ恣意性を排除できない，というのが

私の⽴論の基礎的⽅法論なのである。

ここまでいえば，その体系を説明するような，

理論を提起して⾒なければならなくなろう。従

来の議論のどこに，贈与や名誉や競争意識が関

与するのか，体系はどのように変貌するのか，

と。しかしながら，私の研究は実に微⼒なもの

であり，残念であるが，宇野やマルクスが，商

品から開始したような，⾃⽴と循環の構造を証

明したような原理の体系を未だ提⺬できない。

現時点ではしかし，⽅法論としては，⼈間の⾏

動を観察することで，理論を豊富にすることが
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できるというだけである。困難は多々ある。で

も，⼈間が何をよりどころにして，どのように

⾏為を展開するかは，多くの観察結果や観察材

料があるわけであり，可能性は無限である。と

りあえずは，何が基礎のビヘイビアで，何が派

⽣的な，亜種としてのビヘイビアかを順序⽴て

てやるだけで，その観察結果としての原理展開

が可能だと思われるのである。

今後は，宇野弘蔵の経済原論を基礎に，その

精緻化を図り，完成度を向上させた，⼭⼝重克

の経済原論
(13)
の体系において，どこがどのよ

うに修正されるべきなのか，具体的な理論体系

全体の精緻化にむけて，社会学や⼈類学，哲学

や⾏動⼼理学などの学問成果を融合させつつ，

⾏動原理としての経済理論を完成させること

が，研究課題として重要になろう。

５．終わりに

競争的な⼈間⾏動はどこから⽣まれたのか。

共同体を形成する⼈間の⾏動様式なり，コミュ

ニケーション様式はどこからうまれたのか。な

ぜ資本家は，最⼤限利潤を追求する存在なのか。

貨幣の本質とはなにか。友愛を基礎とするよう

な共同体では，序列はないのではないか。ジェ

ンダーは階級なのか⾝分なのか，それ以外のな

にかであるのか。

ひとつのヒントは，⼈類学の研究成果にある

かもしれない
(14)
。

交換を⾏うのは，贈与が存在するから，その

反対贈与が必然化し，贈与交換となる。そこに，

時間の概念が⼊り込み，すぐに反対贈与をおこ

なう制度として，つまり，贈与交換を早めに完

結させる制度として，市場が要請された。贈与

は本来，共同体を形成する儀式の要素をもつ。

しかし，⼈間は，贈与される財やサービスで欲

望をも充⾜する動物であるから，他⼈とのコ

ミュニケーションを希薄化して，財やサービス

のもつ使⽤価値の⽅に興味がある場合には，条

件提⺬型の贈与交換を⼯夫する。その⾏為の場

の概念が，⼈々が集う市場なのである。

競争の起源は，幾重にも説明される。ひとつ

は，名誉の観念である。その名誉の観念は，他

者よりも優位に⽴ちたいという⾏動原理に由来

する。ポトラッチが贈与を媒介にした競争ゲー

ムとして，⼈類の⾏動様式を決定する。決定す

るというよりも，⾏為を規定する原理として，

埋め込まれているようでもある。決闘をすると

いう⾏動様式を競争の起源であるとする説明も

存在する。担保の提供が，勝負の申し出である

という説明もある。資本家が利潤を追求するの

も，商品を提供しながら，他⾯では，名誉を追

求しているとも⾔える。環境問題を率先して実

践する資本家なり企業は，共同体のなかでの⾃

分の評判を⾏動基準に設定しているからであ

る。

今後は，経済学は，⼈間⾏動分析理論を提供

するばかりでなく，⽣き⽅の指針，道徳哲学的

存在に変⾝してゆかねばならない，という⽅向

性で，次なる研究をまとめてみたい。

注

⑴ 資本主義という概念をめぐっては，多くの論点が

存在し，活発な論争が展開されている。たとえば，

今村仁司編 吉⽥憲夫・星野智・樫村晴⾹『資本主

義』（1986年，新曜社）では，資本主義を如何にして

乗り越えるかという問題が設定され，マルクス学派

の基本的な姿勢が⺬されている。従来の資本主義概

念を，歴史的な特殊性において強調しようとしてい

るところが特徴であるが，さらに，贈与と商品交換

の関係に，限定的であるが，興味ある論点を提⺬し

ている。すなわち，「欲望の対象物が売買されるこ

となく⼈々の間に配分され消費に供されているよう

な社会（つまり⾮商品経済社会）は，⼈類史上多様

に存在してきたのである。⼈類史上，最初に資本主

義社会が成⽴した⻄ヨーロッパに限ってみても，農

村内部で商品経済が発達し始めたのはたかだか 11

世紀後半以降のことでしかなく，それ以前の中世農
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村社会においては，贈与慣⾏によって⼈々の⽇常関

係が取り結ばれていた。従って商品交換は贈与から

移⾏したものと思われる」（吉⽥，15ページ），と述

べられている。しかし，続けて叙述されている内容

は，贈与について，かなり限定して，「そうした[共

同体相互のあいだの―引⽤者]交易は共同体間贈与

との連続性においてしか遂⾏されえず，両者の区別

も困難であり，……」（吉⽥，15ページ）とされて，

農村共同体の内部に⾒られた贈与という観点は，⾃

然発⽣的な共同体なり，原始共産社会的な共同体の

内部には，贈与はなく，あるのは共同体間贈与だと

される。ここの説明は，マルクス学派のなかでは，

新鮮な問題提起をされるわりには，⻭切れの悪いと

ころであり，どのような共同体の内部であれ，贈与

は存在すると理解すべきではなかろうか。

⑵ 資本主義という⾔葉は，どのようにして誕⽣した

のであろうか。この「資本主義」概念の社会科学の

世界への登場を，⽂献考証・歴史的事実の探求とい

う精神で，丹念に検証した貴重な業績が，重⽥澄男

の労作『資本主義を⾒つけたのは誰か』（2002年・桜

井書店）である。この，「資本主義」という⽤語が定

着する 1850 年前後には，重⽥が指摘するように，「こ

の時期には，そのような近代社会の現実的諸事態に

たいする批判的な思想としての社会主義的思想がす

でにさまざまなかたちで広まってきている。フラン

スでは，未来の産業社会としての⽣産者の“協同社

会”を構想したサン・シモンの『産業体制について』

（1821年）や，フーリエの『家庭的農業的協同社会

論』（1822年）が，そして，イギリスでは，失業問題

の根本的解決のために共産主義的協同体の建設を提

案したロバート・オーエンの『ラナーク州への報告』

（1821年）などの社会主義的主張をもりこんだ諸⽂

献が出版されており，さらにいえば，「社会主義」

（socialism, socialisme）という⽤語も 1830 年代に

はすでに登場していたのである」（26ページ），と紹

介されている。資本主義という概念は，その批判的

⽌揚の含蓄による理想社会論としての社会主義と組

み合わされて，対概念として，⼈々の議論の対象と

なっていったわけである。マルクスが，科学として，

資本主義の社会を分析する業績をおこなう背景に

は，劣悪な社会状況への批判という時代背景的思想

の⾼揚が存在したのである。

⑶ 佐和隆光は，『資本主義の再定義』（1995 年・岩波

書店）を著し，マルクス経済学の科学性への批判に

対して，次のように反論している。「以来およそ半

世紀近くにわたり，マルクス経済学は「⾮科学」と

いう不名誉なレッテルを貼られたまま，今⽇に⾄っ

ている。この点について私⾃⾝は，次のように考え

る。科学なのか⾮科学なのかは，社会研究の意味と

意義の決め⼿とはならない。社会研究の意義の決め

⼿となるのは，その迫真性と論理的な説得⼒である」

（19ページ），と。しかし，この説得⼒を実際にマ

ルクス経済学が維持しているのかという点，きわめ

て重要なポイントについては，この書物の著者であ

る佐和は，⾃信と動揺の両⾯を有しているのである。

まず，⾃信の側⾯から確認しよう。佐和は，「たとえ

ば数学的⽅法を駆使して新古典派経済学者の導く命

題が現実のデータにより反証された場合，その責め

を負うのは，前提として設けられた仮説の体系で

あって，数学的⽅法ではない。同じように，マルク

スの予測が裏切られたからといって，歴史主義的⽅

法がその責めを負ういわれはない。/⽬下の主流派

経済学である新古典派経済学が，歴史を完全に捨象

し，政治と経済を結ぶ地下茎を断ち切ってきたから

こそ，なおさらのこと，歴史主義的経済学と政治経

済学を蘇⽣させ，ピースミール・エンジニアリング

としての新古典派経済学との緊張感に富む⿍⽴をか

なえることが，私たちの経済現象への洞察を深める

ためには，必要にして不可⽋なのである。もし読者

が新古典派経済学に飽き⾜らなさを感じておられる

とするならば，そのゆえんは，歴史と政治を捨象し

て純化された無味乾燥さのゆえのことではないだろ

うか」（22ページ），と述べる。

ここには，マルクス経済学の存在理由が，経済現象

への洞察⼒において，歴史主義的⽅法ゆえに，優越

しているのだという，⾃信の程が⺬されている。ま

た，社会主義の現実の試みが崩壊していることは，

マルクス経済学の危機ではないかという，理論と実

践の問題に関しても，⾃信に溢れている。すなわち，

「社会主義の崩壊が，マルクス経済学の破産を意味

するかのようにいう，新古典派経済学者の⾔説の当

否についてである。くりかえし述べたように，「科

学」としてのマルクス経済学がめざしたのは，「資本

主義経済の歴史的運動法則の解明」という地道な作

業であった。マルクスの指摘した資本主義経済の内

在的「⽭盾」が虚構にすぎないことを，果たしてだ
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れが実証してみせたであろうか」（24∼5ページ），

と。

しかし，佐和には，歴史法則なり運動法則の科学的

な解明という，本来の理論次元で，動揺なり反省が

みられるのである。「少なくとも今世紀の前半期を

通じて，マルクスの経済学は圧倒的な迫真性と説得

⼒を有していたはずだし，また 1970 年代の半ば以

降，マルクス経済学の迫真性と説得⼒は，時代⽂脈

の変容のまえに，急速に薄れざるをえなかった」

（18∼9ページ），と，認めるのである。問題は，佐

和が指摘する時代⽂脈の変容が，マルクスの理論的

諸命題の変更を迫るものなのか，基本構造に瑕疵は

ないものとして，維持できるものなのかである。市

場が万能かどうかで，市場の側にも多くの「市場の

失敗」が存在するから，マルクスの理論が有効だ，

のような議論で通⽤できるわけではなく，また，IT

の時代の到来という視点で糊塗できるような次元の

問題でもなく，もっと真摯に，現実の⼈間の，迫真

性を担保する⾏動原則の観察に拠らざるをえないの

ではないかと思われるのである。

⑷ この論稿は，いわばマルクス経済学の⽅法次元か

らの⾃⼰改造を意図したものである。しかしなが

ら，私⾃⾝，はてしない⾃⼰⽭盾を覚えざるをえな

いのである。問題は，マルクスの基本命題を批判し

て，宇野弘蔵の経済学が，正統的なマルクス主義理

論の側から，マルクス主義の逸脱であるかのような

批判を受けたのと同様に，わたしの理論的枠組みは，

すでに多くの地点でマルクス主義を逸脱していると

⾃⼰認識している。そうであるならば，もはや，マ

ルクスという固有名詞に拘泥すべきではないのでは

ないかと。基本的命題は，何と何を死守すれば，マ

ルクス経済学に値するのか，疑問なところは多々あ

るのであるが，たとえば，かなり奔放に，マルクス

理論を改造しつつある，今村仁司の場合では，「現代

は，依然として資本主義の時代なのである。サルト

ルがいうのとはちがった意味で，資本主義の根源的

批判を企てたマルクスの思想が今でも「のりこえ不

可能な」思想であるゆえんである。資本主義の根源

的批判とは，経済，政治，⽂化のすべてにわたって，

地球上を席巻しつつある諸種の「資本主義」を批判

しつくすまでに徹底化することでる。そしておそら

く，今後の資本主義批判の主要舞台は「⽂化資本主

義」になるであろう」（今村編『資本主義』，234ペー

ジ），と叙述されている。

無批判的にすべてを容認するというのが，わたしの

研究スタンスであるわけでは決してない。資本主義

の根本の⽋点は，⾃分⾃⾝の競争状況に盲⽬的に嵌

り込むことだと，現時点では，私は，資本主義批判

の姿勢を明確に有している。しかし，⼈間の⾏動様

式の相対的な⼀様式にすぎない，利潤をめぐる競争

状況は，それのみを諸悪の根源であると断罪するわ

けにはゆかないような，歴史的背景を有する，⼈間

の，ナチュラルな⾏動様式の⼀部を形成するものな

のではなかろうか。

⑸ ⼤塚久雄の名著である『社会科学における⼈間』

（1977年・岩波書店，岩波新書）では，⼈間を社会

科学でどのように想定すべきかについて，次のよう

に興味深い論点を⺬している。「私は⼈間類型論と

いう考え⽅をかなり以前からもっておりましたが，

そうした探求の過程で社会科学における⼈間の問題

は⼈間類型論をいわば軸としてとらえなければなら

ない，ということをしだいにはっきりと意識するよ

うになってきました」（10ページ），と述べられてい

る。⼈間類型論に多いに学ぶところはあったのでは

あるが，⼈間類型論の最⼤の⽋点は，いろいろな類

型の⼈間がいて，この類型の⼈間がこのような社会

を形成した，別の類型であれば，べつの社会原理を

構築するだろうという決定論にあるわけであって，

⼈間を横軸に区分けしてしまう誤謬をおかすことに

なる。そうではなくて，同⼀の⼈間のさまざまな⾏

動類型が同じ個⼈にそなわっているという観察の結

果から，わたしの研究は発想されるのであって，理

論は，⾏動様式の⾃⼰進化のプロセスを総括すると

いう意味をもつものでなければならないと思う。こ

れは，事実への迫真性の問題であって，⼤塚のよう

に，さまざまに，⼈間を類型化することもそれなり

の事実への迫真性を有していることを否定するもの

ではない。

⑹ ⻄部忠の論⽂「グローカル通貨『Q』―オルタナ

ティヴな市場経済のためカウンター・メディア―」，

は 2004 年に，雑誌「PEOPLE’S PLAN」（Spring 18）

号に掲載された。

⑺ ソ連社会の体制崩壊は，それまでにスターリン主

義に対して批判的であったから，崩壊は当然である，

崩壊は必然であって，偶然ではない，社会主義は集

団型経済ばかりではなく，協同やアソシエ，友愛，
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共同体の建設，地域通貨構築，ボランティア，など

いろいろの可能性がまだ残っているではないか，本

当の社会主義のあり⽅は，これから知恵を出し合っ

て，論じてゆけばよい，という考え⽅は，じつに尤

もであり，わたしも，⽣きる希望を喪失した個⼈の

⼈⽣が彩⾊を喪失するように，希望の未来の社会を

構想しない社会科学が研究のインセンティヴを消滅

させるというように，社会主義論の進歩に同感する

ものである。しかし，本当の社会主義は別にあると，

簡単に決着をつけ，今までの社会主義を単純に間

違った社会主義だとして，⾃⼰正当化し，批判だけ

ですませえない本源的な課題がをわれわれにもたら

された。たとえば，杉浦克⼰は，「ソ連の崩壊が我々

に⺬していることは，マルクスにより⺬唆された

諸々の批判と変⾰可能性のうち，商品経済を根底的

に廃棄するとか，全⾯的に市場にかえて計画経済化

するとかという⽅向は全く⾮現実的なものであるこ

とが，歴史的な経験であるということである」（杉浦

克⼰・⾼橋洋児編著『市場社会論の構想 思想・理

論・実態』，第１章「市場社会論の⼈間・社会観」，

1995 年・社会評論社，49ページ）と述べている。問

題は，なぜ廃棄が可能という結論をマルクスは出し

てしまったのか，であり，同時に，なぜ商品経済は

⼈類の経済的ビヘイビアから排除不能なのか，であ

る。杉浦は，⼈間の，⾃然発⽣的な相互交流にその

解答をもとめようとするが，その発想は本稿と基本

的には同⼀である。なぜならば，交換ビヘイビアは

⼈間の他者との交流の基礎構造だからである。

⑻ 裏園宜憲は，ハイエクの考え⽅を簡潔に紹介して

いる。「ハイエクはここ 300余年の間にうまれた何

百万もの⼈々が作⽤しあう近代社会を「⼤社会

Great Society」とよび，この⾃⽣的秩序の⼀形態と

とらえる。この社会は，部族社会のような⼩規模な

「対⾯社会 face-to-face society」から個⼈的⾏動

ルールの進化的選択を経て，他の集団の⽣存能⼒と

⽣命⼒をうわまわる秩序の効率性を獲得してきたの

である。そこでのルールは，秩序の進化過程で反復

テストをうけ，特定の事実や効果に⾔及するものを

排除するかたちで整合化されてきた」（裏園，同上書，

第２章「市場経済と⼈間存在」，73ページ），と。制

度としての市場は，⼈間⾏動の進化のプロセスで，

共通のルールとして定着してきたのであり，市場は

⼈類の構築してきた経済の⾃⽣的な秩序そのもので

ある。

⑼ 裏園の市場と⾮市場の関係性の議論は，市場が⾮

市場という⼀種の補完物を必要としたのか，それと

も，⾮市場が⾃⼰の補完物として市場を紡いできた

のか，という理解の根幹に係わる問題提起をしてい

る。すなわち，「スミスの活動の適宜性，ジンメルの

信頼，ハイエクの慣習というように，市場社会には，

⾮市場要素が，偏在している。いうまでもなく経済

⼈の想定は，恣意的な対象設定によりスミスらの考

察の核⼼を切り捨てることになる。市場社会を，市

場要素と⾮市場要素の接合によってなりたつと考

え，全体を経済要素を軸としつつ総合的に解明する

ことによって，経済学の限界を突破する市場社会論

を構築できよう。そのさいの展開契機は，市場社会

の能動要素たる市場要素であり，それが起動⼒と

なって受動要素たる⾮市場要素を紡ぎだし，両者の

特有の接合が⽣まれる。この接合は，市場経済の機

構と制度，たとえば貨幣，労働様式，競争様式，⾦

融様式に具体化される」（裏園，同上書，第２章「市

場経済と⼈間存在」，77ページ），とされる。市場が

基礎で，市場だけでは無理な部分を，⾮市場で補完

して，現実の経済社会が構築される，というのが能

動・受動論を提起する裏園の独⾃な理論的視点であ

る。しかし，どのような⾮市場要素を市場の側が利

⽤するのかという因果の関係では，説明つかなくな

るはずである。市場が，過去のさまざまな共同体と

しての⾮市場の尾っぽなり残滓を引きずっているか

ら，類型的な市場のバリアントが⽣まれる，という

のがわたくしのこれまでの理解であり，共同体にさ

まざまな類型があるから，たとえばゲルマン型の⾦

融市場や労働市場の様式をもたらした，というよう

に理解する⽅がより⾃然ではなかろうか。⼈間の⾏

動がより市場的になってゆくという⾏動⽐重論的に

は，市場要素が重くなるが，⾏動原理の派⽣を考え

るとき，市場はどこから来て，どこにゆくのか，と

問うとき，市場のまえに共同体的な⼈間の⾏動原理

が存在することは，起源論としては間違いないので

はなかろうか。ただし，共同体といっても，そこに

はさまざまな要因がからみついており，経済学とし

ての共同体論は，主観的な評価を排除しつつ，⾏為

の観察によって，あるいは意識の解明によって，客

観的に原理的解明を慎重に進めるべきであろう。

⑽ 侘美光彦『世界資本主義『資本論』と帝国主義論』，
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1980 年，⽇本評論社，164ページ。なお，2004 年６

⽉ 20⽇に急逝された侘美光彦の追悼記念の企画と

して，侘美ゼミのかつてのメンバーが共同企画とし

て，雑誌『状況』に論⽂集と座談会を掲載する準備

が進⾏し，侘美理論における外部性の処理が世界資

本主義論者としての侘美にとっての眼⽬であったと

いう評価のもとに，論⽂「侘美理論における商品概

念の外部性について」というタイトルで寄稿した。

純粋資本主義という⽅法との差異性については，外

部の処理をめぐって，宇野弘蔵の理論をさらに根本

から⽌揚しなければならないと考える。

⑾ 侘美，同上書，164∼5ページ。

⑿ たとえば，拙著『所有と経営の経済理論』（1987

年，名古屋⼤学出版会）の 157ページでは，「流通論

においても資本家はみずからの資本家的活動を豊富

にするために，助⼿として賃銀労働者を雇い⼊れる

という事態は理論的解明の対象となる」，と述べた。

また，156ページでは，「経営主体が組織する資本家

共同体の構成員に組みこまれ」る存在としての賃銀

労働者の位置づけなり，主体性の共同体的同化の問

題を明らかにしている。社会主義の労働組織におい

ても，理論上は，共同体の⼀員としての主体性の発

揮が実現できてしかるべきであるが，残念なことに，

労働意欲の全⾯開花にはならなかった。資本主義の

企業が，⼀般的に，無条件に労働意欲の全⾯開花を

実現しえるのかというと，これまた，かならずしも

そうではない。えさがぶら下がっているから，⾺が

⾛る，貨幣的な報酬が約束されているから，労働者

は創意⼯夫に打ち込める，という単純な議論ではな

く，競争での勝利への執念がどのようなインセン

ティヴ創出メカニズムに依存しているかは，共同体

の内外の競争要因や名誉・社会的毀誉褒貶の問題を

導⼊しながら，慎重に考察を重ねてゆくべきであろ

う。

⒀ ⼭⼝重克『経済原論講義』（1985 年，東京⼤学出版

会）は，現代のマルクス経済学が，もっとも単純で

明快な最低限の前提を置いただけで，論理的に展開

される内容を豊富に理論化した最⾼の到達点だと思

われる。しかも，論理の展開の基礎に，商品経済的

な⼈間の意識と⾏為の観察という，⾏動論としての

⽅法論をほぼ完成しており，今後は，別の⾓度から

乗り越えるとするならば，仮定を多少，変更してみ

るというような，基礎的作業が必要ではないかと思

われるのである。

⒁ これらのテーマと研究業績のすべてを注記する余

裕は，ないのだが，マルセル・マースの「贈与論」

を収めた業績として，『マルセル・モース 社会学と

⼈類学 Ⅰ』（1973年翻訳初版・有地亨・伊藤昌司・

⼭⼝俊夫訳，弘⽂堂）を挙げておきたい。担保を提

供するという⾏為，が決闘の申し出となるという論

点は，今後，相⼿を信⽤するという⾏為が，⼈間⾏

動のより深層部分で解明されるきっかけになるかも

知れず，アイデアと事実の宝庫として，難解ではあ

るが，研究対象の魅⼒を有している。
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