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経 済 学 研 究 40-1
北海道大学 1990.6

近代社会の普遍性と国民性
一一近代国民国家の政治経済学 2.一一

佐々木隆生

1 市場の普遍性あるいは市場社会の世界性

経済学原理にみる理論模型を「全体集合」に

戻すとき，あるいは同じことであるが，その理

論模型が「全体集合」のどこから剥ぎ取られた

かを認識しようとするとき，そもそも近代市民

社会が国民的地方性をもつのか，世界的普遍性

をもつのかが問題となる。現実の社会がどこで

閉じられているのかを事実の問題として認識し

なければ，模型の空聞が明らかとならないから

である。一個の個体として人間が存在している

ことを基礎に人体の研究が行われ，一人の人間

だけでは地球上に存在しえないことを基礎に，

人間社会や人間と諸他の外的条件とのかかわり

すべての交換は一つの空間を占め，そしていかなる

空間も無色ではない。すなわち人聞によって変形さ

れ，組織化されていないものはない。

フェノレナン・ブローデlレ『物質文明，経済，

資本主義， 15~18世紀，第 2 巻~ 1979 

今日ヨーロッパにおいて「国民」と呼ばれ，もとも

と〈生まれたもの〉というよりはむしろ〈作られた

もの〉であるところのもの(それどころか，時とし

て〈虚構され描出されたもの〉に混同されるほど似

ているもの)は，いつの場合にもある生成しつつあ

るもの，若いもの，容易に推移しうるものであって，

なお種族ではなしましてユダヤ人種のように〈青

銅よりも永遠な〉ものではない。

F. ニーチェ「善悪の彼岸~ 1885-86 

が研究されるのと同じである。この問題は，私

の基本的問題意識からすれば，近代市民社会模

型の性格に関するわけだが，経済学上の論争問

題の背景をもなしている。例えば，古くは「社

会の富はどこからもたらされるか，それは貿易

差額によってか，それとも園内生産物の増加に

よってかJ，また新しくは「低開発の起源はどこ

に求められるか，それは国際関係によって規定

されているのか，それとも発展途上国の国内諸

条件によって規定されているのかJ，また「拡大

均衡をもたらす基本的政策は国際協調にあるの

か，それとも適正な圏内経済政策にあるのか」

という諸問題を考えてみればよいであろう。

論争は，しばしば二者択一的な回答の求めか

たをするが，実際は関連しあうこつの条件や二
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面を，それぞれ絶対的に孤立化させてしまう仮

説的操作が入りこんでいる場合が多い。そうい

う場合は，論争はすれ違いとなるか，決着がつ

かないままになる。上の論争問題もそのような

性格を色濃くもっている。最初に提起した問題

を理解するときも，こうしたことに注意を払わ

ねばならない。なぜなら，事実として認識され

る近代市民社会は，世界的普遍性と国民的地方

性をあわせもっているからである。

近代市民社会は，市場それ自体としては，す

ぐれて普遍的であり，それ故世界的である。こ

こで市場というのは，市，例えばリヨンの大市

とかアムステJレグ、ムの取引所といった交換の場

ではない。市場，そこには，様々な地方からの

種々の産物，手形が持ち込まれ交換される。そ

の原産地と市，更に市と市とをつなぐ商品や証

券の連鎖はマルクス(K.Marx)の用語「商品

流通部面」をなしl)，それらの全体を市場と考え

ねばならない。

1)例えば， Marx， K.， Das Kapital， Kritik der 
politischen Okonomie， Buch I， Der Produktion-
sprozeβdes Kapitals， Karl Marx Friedlich 
Engels Werke (以下Werkeと略す)， Band 23， 

Herausgegeben von Institut fur Marxismus 
Leninismus b巴imZK der SED， Berlin， Dietz 
Verlag， 1972， S. 131，大内兵衛，細川嘉六監訳『マ

ルクス=エンゲJレス全集J23巻 a，大月書庖， 1965 
年， (以下「全集』と略記し，巻数のみを示す)154 
ページを参照されたい。マルクスにあって，商品

流通とは，各個の商品が他の諸商品の循環と解き

がたく絡み合っている過程として叙述されている。

ここで，このように市場という用語に言及するの

は市場とは何か」という問いが，一見自明のよ

うで，実は容易に答えられる問題ではないという

ことに関連する。

私の定義では，市場は単に諸商品が交換される

場である。このように経済学者が定義を下すとき

には，通例は暗黙の内に，もっと厳密な定義，例

えば，ポランニー(Polanyi，K.， The Great Trans-

jormation， Boston， Beacon Press， 1971， pp.37 
38.，吉沢英成，野口建彦，長尾史郎，杉村芳美訳

「大転換』東洋経済新報社， 1975年， 50ページ)

が言うような「自己調整的市場 (aself-regulating 

market)Jとしての市場の定義が下されている。だ

が，ポランニーが意識したように r自己調整的市

場」と，単に商品交換の場にすぎない市場との間

商品流通，つまり市場の存在は，資本主義的

生産の基礎をなす。資本は貨幣から転化したの

であり，資本主義的生産物は商品流通を前提に

するのである。そのような市場，商品流通は，

本質的に普遍的であり地方的制限をもたない。

第ーに，商品生産は，そもそも生産と消費の直

接的同一性を否定した社会的分業によって存在

している。生産者は自己の欲望を満たすために

生産するのではない。他人の欲望を満たすため

に，そして他人の欲望を満たす生産物を販売す

ることをもって自己が消費したい諸商品を購入

するために生産する。この分業の空間的広がり

が，一村落にあるのか，国民的領域にあるのか，

海洋交易によって結ぼれる広がりにあるのかは，

には，大きなi喬が存在する。この溝が一見して存

在しないような錯覚にとらわれる主な理由は，経

済学者が市場模型を「自己調整的市場」でしかあ

りえない形態で考えるからである。言い換えれば，

経済社会が市場とほとんど重なる領域で定義され

ているからである。私の定義は，より広いもので

あって，あいまいさを明示的に含んでいる。泥棒

が自己の保有する何等かの稼ぎを他の商品と市で

交換しでも，また固定価格での交換が支配的であ

ったとしても，市場は存在する。経済社会と市場

社会とは厳密に一致する必要はない。歴史的実在

としての市場はそのようなものである。その意味

では，私は，ブローデJレの定義 (Braudel，F.， 

Civilisation materiele， economie et catitalisme， 

xve-X Vllle siecle， tom 2， Les jeux de l' 
exchange， Paris， Armand Colin， 1979， pag巴s192 

a 197.山本淳一訳「交換のはたらき 1Jみすず書

房， 1986年， 276…284ページ)に接近する。マルク

スは，一方では，私が前に書いたエッセイ「経済

学原理と近代国民国家J(W経済学研究」第39巻第3

号北海道大学1989年)で指摘したように，全生産物

が資本主義的生産様式によって市場に供給されて

いるという抽象を行うが，他方では種々の生産様

式の生産物，例えば狩猟民族や奴隷制生産の生産

物が商品流通に入り込むことをもって，市場を特

徴づけているのasKapital， Buch II， Der Zir-

kulationsprozes des Kapitals， Werke， Band 24， 

1973， S. 113，邦訳『全集J24巻， 135ページ参照)。

私の定義は，このマルクスのあいまいさを明示的

に考慮したものである。市場に関するもっと立ち

入った考察，更に市場と経済社会との関係につい

ての立ち入った考察は，この近代国民国家に関す

る一連のエッセイの中で，後にとりあげる。
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全く歴史的事情一生産力の発展度，欲望の程度，

情報や運輸手段の発展度ーによって規定される

のであり，商品生産そのものの中に商品流通の

空間を制限する契機は存在しない。勿論，社会

的分業は，観念的には，商品流通なしにも存在

しうる。中央計画経済による社会的分業がその

一例である九このような場合を想定しでも，分

業それ自体の空間的広がりは制約されない。中

央計画的国際分業はありえないことではない。

部分的には，資本主義的国際経済関係の中にも，

計画的国際分業は存在する。例えば，輸出入を

数量的に規制するような貿易慣行は，現代の「自

由市場」における貿易取引額の半ば近くを占め

ており，管理貿易は，イデオロギーとしては日

陰者かもしれないが，世界経済にあっては普遍

的でさえある。

もっとも，中央計画的分業や共同体的分業の

空間的広がりには種々の制約がつきまとう。な

んと言っても，共同体の意志や権威ある指令に

よる社会的分業一ここでは共同体を，家族共同

体から，疑似共同体としての「民族」などを含

むものとして使用する 3)ーにあっては，共同体の

社会的広がり，つまり家族，村落，さらに大き

くは帝国といった共同体が占める固有の空間が，

分業の広がりを決定的に制約するであろう。商

品流通が普遍的性格をもっ第二の理由は，商品

経済がこのような制約から免れている点に見い

だされる。商品流通では，分業は価値関係によ

って規定される。商品を手放すものはその商品

の価値，価格を表現する貨幣と引き換えに交換

に入り，その貨幣をもって他の商品を購買する。

購買と販売とは時間的にも空間的にも独立した

2 )中央計画的分業と言うと社会主義における計画経

済を想起されるであろうが，社会主義的分業は非

自己調整的市場と中央計画的分業とが絡み合った

ものである。勿論，このような場合に，価値関係

が分業を律しうるか否かは別個の問題として問わ

れうる。注 1)で触れたことに関連するので，念

の為。

3 )共同体の定義を厳密に考慮すれば，その本来的形

態は村落共同体である。

過程となり，生産と消費の直接的同一性の否定

は，分業を規定する社会的関係の普遍性の上に

展開する。交換を律する商品価値自体は，全く

普遍的なものであって地方性をもたない。貨幣

は富の物的であるが抽象的存在である。具体的

な個々の生産物を生み出す労働が富の源泉であ

るにも拘わらず，貨幣は商品の形態をとる富を

全能の神のように支配する。地方的通貨はまた

互いに交換されえ，時には貨幣の原型である貴

金属に変えられる。こうして一地方の特産品で

あり，その地方でしか生産され消費されなかっ

た商品が他の地方によって消費されたり，当の

生産地では一切消費されない商品がもっぱら他

の地方の消費のために生産されたりもするので

ある。商品流通圏，したがって市場は，種々の

市の連鎖を考慮すれば，それは本質的に単一で

普遍的，世界的なものなのである。これを一定

の地方に孤立させるには，政治的な手段，ある

いは歴史的な特殊な諸事情が必要で、あるが，そ

うしたものは商品流通それ自体に対しては外的

諸条件でしかない。前資本主義期の商品流通を

担う商人，商品取り扱い資本は，商品のこうし

た普遍性をもっともよく体現する。ヨーロッパ

で毛織物や鏡を船に積み込んだ商人は，東洋で

これらを売却してその地方の貨幣である銀を手

に入れ，それをもってその地方の特産品である

香辛料を買い込み，次いでヨーロッパへ戻り，

金貨を手にする。商人によって売却された胡楓

のうちには，それ自体がヨーロツパの一地方の

貨幣として機能したものがあったかもしれない4)。

商人にとっては，毛織物も鏡も香辛料も，価値・

を体現する貨幣，しかも彼らの間で流通する貨

幣を手にいれる道具で、しかない。彼らは，その

貨幣で，消費するときには，ごく近隣の農村で

4 )実例は， Bloch， M.，立conomie-nature ou 

長conomie-argent:un psuedo-dilemme， An-

nales d'historie sociale， tome 1.， Paris， 1939， 

pages 8 a 10.森本芳樹訳『西欧中世の自然経済

と貨幣経済』創文社， 1982年， 4 -9ページ，を参

照されたい。



1990.6 近代社会の普遍性と国民性佐々木 41(41) 

生産される果物や，別の商人が海洋を越えて持

ち込んだタピストリーなどを，その生産地の遠

近にかかわりなく購入する。「貨幣が世界貨幣に

発展するように，商品所有者は世界人に発展す

る。人間相互の世界主義的関係は，もともとた

だ商品所有者としての彼らの関係にすぎない。

商品はそれ自身宗教的，政治的，民族的，言語

的ないっさいの障壁を超越している。……商品

所有者にとって全世界が帰趨する崇高な理念は，

一つの市場一世界市場という理念である。J5)と，

商品世界の普遍性をマルクスは描いたが，商品

流通が資本主義的生産様式の基礎であるとすれ

ば，同時に「世界市場は，それ自身，この生産

様式の基礎をなしているJ6)ことは明らかであろ

フ。

他方，資本主義的生産においてのみ，土地や

労働力の商品化が一般的となり，人口の多少や

土地の広さの直接的な支配から離れて人聞の勤

労(industry)が富の生産を左右する産業的な商

品生産が社会を支配するものとなる。社会的富

の多くの部分なり重要な部分が商品形態をとる

ようになる。とすれば，資本主義的生産は，商

品流通の世界性を深化，拡大すると言えるであ

ろう。海洋交易において生まれた為替手形に関

する慣習法は，商品生産の普遍化とともに，産

業社会の国内法として定着するようになる。共

同体の外に存在した商業的装置は，こうして共

同体の中に侵入し，当たり前の存在となる。こ

のように資本主義的商品生産が商品生産を拡大

するとすれば，商品流通圏としての世界市場も

飛躍的に拡大する。資本主義的商品生産が世界

市場を拡大する契機は二重である。第ーに，資

本主義的生産の拡張は，事前に予定された任意

の比例的規模を維持するようには進行しない。

5) Marx， K.， Zur Kritik der politischen Okonomie， 
Werke， Band 13， 1974， S. 128.，邦訳『全集J 13 

巻， 129-130ページ。

6) Marx， K.， Das Kapital， Buch II!， Der Gesamtpr-
ozes der kapitalistischen Produktion， Werke， 

Band 25， 1964， S. 345，邦訳『全集J 25巻 a，415 

ページ。

産業諸部門の技術や生産方法の発展は，諸部門

の均衡をあらかじめ実現するような法則によっ

て左右されているわけではない。しかも，商品

生産によって生産と消費の直接的同一性は破壊

されている上に，生産の拡大が進行する。自己

か共同体の消費を計画した上で生産がなされる

わげではなく，利潤という形態での富，所得を

獲得するために生産が進行する。生産と消費の

同一性はなお一層破壊されていく。勿論，生産

と消費の均衡，生産諸部門の聞の比例関係は，

いつかは達成されなければならない。しかし，

資本主義的市場では，生産諸部門聞の均衡は事

後的に達成される他はない。たいていは，進ん

だ生産分野に対応した分業の体系の変革が，絶

えず求められることになる。さもなければ，生

産力の発展した部門の生産物価格が一方的に下

落する結果としてのみ生産部門間の均衡が達成

されるか，もしくは縮小均衡が生ずる。世界市

場は，資本主義的生産の支配の下では，資本主

義的産業のもたらす生産の不均衡に対応して，

拡張されねばならない。勿論，こうした過程は

内外の市場を問わず進行する。第二に，資本に

とって累進的蓄積こそは絶対法則である。既に

述べたように，利潤という形態の富の生産は，

一面では個々の消費欲望から独立している。同

じ商品生産でも，自己の生産物の販売から得た

貨幣所得をもって自己の消費欲望を満たす財貨

を市場を経由して入手するために生産を行う小

商品生産者と，生産に投入した費用を越える利

潤という純粋に貨幣的な富をうるための資本主

義的生産では，生産動機が異なる。資本主義的

生産様式に基礎をおく蓄積は，資本主義的生産

を無限度に拡張することと条件づげあって進行

する。資本の指数関数的成長は生産の指数関数

的拡大と相関関係をもっ。生産の指数関数的成

長は、生産分野が産業化されることによって可

能となる。既に、市場が世界市場であるかぎり、

単純商品生産と区別される資本主義的生産が所

与の市場の枠を越え、世界市場を急速に拡張す

るのは言うまでもないであろう。
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この二様の規定は，相互に条件づけあってい

る九生産の無限度の発展がないならば，部門間

不均衡は常に縮小均衡，あるいは元の均衡状態

への復帰という形でのみ解決されるであろうし，

無限度の生産の発展が釣り合いのとれた形で所

与の生産領域の範囲内で展開するならば，世界

市場の拡大は限定されたものとなる。こうして，

「絶えずより大きな規模で生産しようとする資

本主義的生産様式の内在的必然性は，世界市場

を絶えず拡張しようとする。したがって，この

場合には，商業が産業をではなく，産業が商業

を絶えず変革する8)J (マルクス)という叙述は

以上のことを簡潔に示している。こうして，資

本主義的市場が固有の世界性を備えることが明

らかであろう。

そればかりではない。資本の運動それ自体，

その究極的目的が抽象的な富である価値それ自

体の増殖にあるかぎり，本質的に普遍的である

と言えるであろう。つまり，資本の国際的移動

は，商品の国際間移動が自然であると同様に，

資本にとって合理的であり自然である。リカー

ドゥ (D.Ricardo) は，国際価値法則を導くに

あたって，資本が国際的には移動しないという

前提を経験的に設けたし，この前提を国際経済

学の研究はしばしば受け入れている。リカード

ゥは自己の直接の管理下に資本がおかれないと

きには所有者には不安が存在するし，異国の政

府や法律に資本を託するのは自然の感情として

嫌われる，と論じて資本の国際的不可動性を正

当化した9)。だが，見ればすぐわかるように，資

7lレーニン(8.11.刀即日H)の「外国市場の必要性」に、

関する三命題は，マルクス派経済学ではよく取り

上げられるが，第一命題は，資本主義にとっての

「前提としての外国市場」の存在の認識であり，

それがマルクスの言う資本主義的生産様式の「基

礎」としての世界市場の規定と一致することは，

周知のところであろう。

8) Marx， K.， a a. 0.， 345-346.，邦訳，前掲， 415ペ

ージ。

9) Ricardo， D.， On the Principles of Political 

Economy and Taxation， The WOYJお andCorre. 
宅pondence01 David Ricaγdo， edited by Piero 

本の国際的不可動性という国際経済学の前提は，

理論的に，つまり資本の内的本性から導きださ

れているとは決して言えない。歴史的な諸事情

によって，例えば，情報の遅れとか政治的規制

によって，外国での投資に不安や危険が存在す

ることから資本が国際的に移動しえないという

ことはありえても，より高い利潤を求めて運動

するその内的原理からは，資本の国際移動を否

定する契機を導き出すことは困難であろう。そ

して，資本が国際的に移動するとすれば，そし

て資本の相対的に過剰な固から相対的に希少な

固に資本移動がなされるとすれば，国際的な分

業を規定する資本の配分の調整速度が，資本の

国際移動が無い場合に比してはるかに大きくな

り，世界的な商品流通の拡大・深化をもたらす

のは自明とも言えるであろう。

さらに，資本主義的生産様式の発展は，すべ

ての経済的資源を商品経済的合理性に従わせ，

商品経済的形態を纏わせる。その結果は資本そ

れ自体の「商品化」となって現れる。資本の価

格としての利子の確立，それを契機とした有価

証券の価格付け，つまり資本還元は，金融・資

本市場が本来的には世界市場を一般的運動部面

とすることを指示するであろう。貸付げ可能な

貨幣資本としての資本は，直接投資形態で資本

を国際的に移動させる産業に比して，はるかに

移動しやすい。しかも，産業の利潤や生産物価

格には，-国民的」社会に固有の自然率が存在す

るが，利子には一般的に自然率は存在しない。

それ自体は需給によって定まる。為替リスクや

中央銀行による規制が存在しないとすれば，金

融・資本市場は，理論的には商品市場と同様に

Sraffa with the collaboration of M.日.Dobb， 

Vol. 1.， Cambridge， Cambridge University 

Press， 1951， pp. 134-137.，堀経夫訳『デイヴィド・

リカードゥ全集』第 1巻，雄松堂書店， 1972年，

156-159ページ。なお，リカードゥの資本輸出に関

する私の詳しい見解については資本輸出研究序

説J，W経済学研究』第27巻第 3，4号，第28巻 1
号，北海道大学， 1977-1978年，及び「資本輸出と

国際貿易J，久保新一，中川信義編『国際貿易論」

有斐閣， 1981年，を参照されたい。
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世界的普遍性を有すると結論しえるのである。

今日の金融市場や資本市場の国際的連鎖の発展

は，こうした理論的認識からすれば，そう不思

議なことではない。それが，金融市場の本質の

変化によってもたらされたと考えるのは，資本

の運動が「国民的」であるとする先入観にとら

われている証拠である。変化したのは，金融・

資本市場の世界性を妨げていた外的諸条件であ

って，理論的に模型化されうる金融市場や資本

市場それ自体ではないであろう。

こうして，資本主義的市場が世界市場として，

はじめて閉鎖されうる空聞を有することが明ら

かとなった。このような結論に対して「民族

(nation)が真に独立するためには，政治的に独

立するばかりではなく経済的に独立あるいは自

立する必要がある」という視点から反論が提供

されるかもしれない。しかし，-経済的独立

(economic independence) Jなり「経済的自立

(economic self-reliance) J とは，本来，比日命

的な用語法に基づくものであって，明白な概念

を欠いている。こうした用語は，政治的には，

植民統治から解放された新興独立国が，経済的

には，資本主義的中枢から圧倒的な影響を受け，

したがって経済政策ばかりか社会全体の構造を

「主権国家」であるはずの国々の自らの意志に

従わせられないという現実から使用されるよう

になった。これらの用語は，一般には，資本主

義的中枢領域の影響によって奇形化された周辺

領域の経済構造を，農業革命や工業化を推進す

ることによって，内的な発展が可能なものに転

換することを主な内容としている。こうした考

えかたには，一定の合理性が存在するし，また

そのような考えかたと市場の世界性の認識とが

矛盾するわりでもない。あれだけ市場の世界性

を明白にとらえたマルクスも，資本主義では「産

業が絶えず、商業を変革する」こと，つまり産業

的生産力の優位，換言すれば資本主義的生産様

式一マルクスは資本が生産を指揮する場合一般

を資本主義的生産様式としているわけではなく，

資本の指揮下での産業的生産力の発展が余剰生

産を可能にするような生産様式，したがって資

本による労働過程の直接的な征服，労働の実質

的包摂が可能である生産様式を資本主義的生産

様式としているーの確立が商業的支配権を決定

することをのべている川。市場が普遍的なものと

して存在することと，その発展の起動力がその

空間のどこに存在するのかということとは，磁

場と磁極とが別物であると同じように，区別さ

れることだからである。

1950年代に経済史の領域で行われた論争は1九

こうした二面の関連と区別が重要であることを

物語っている。資本主義の起源を商業的発展に

もとめるのか，共同体内部の生産力と社会関係

の変化に求めるのかというこの論争の延長上に，

大塚久雄は，国民経済の歴史的原型として18世

紀イギリスをとりあげ，-国民経済的規模におい

て必須な財貨がほぼ十分に生産され，その結果

ある自給自足への傾向がみられること，そして

それを生み出すような多角的分業の，国民的規

模において均衡のとれた，いわば {balanced

national economy}の状態」がそこから析出さ

れうること，それがナショナリズムと民主主義

の経済的基盤を提供したことを論じた山。この論

考は，国民経済が形成されるとき，農業革命に

よる農業生産力の上昇を含んで，産業社会を支

える生産力が国民的規模で編成されねばならず，

また国民国家を担う中産階級がそうした生産力

的基盤から生まれてくることを指摘するもので

あった。だが，こうした大塚の考察の延長上に，

市場が自然的には自給自足的市場圏として形成

されるものであるとの仮説を提起し，同時に，

そうあらねば国民経済の確立はありえないとい

10) Marx， K.， a. a. 0.， S. 345-349.，邦訳，前掲， 415 

420ページ。

11) M. DobbとP.Sweezyらが Scienceand Society 

を舞台に，資本主義生成の基盤を世界商業の発展
に求めるか否かを巡っておこなった論争を想起さ
れたい。

12)大塚久雄「国民経済 その歴史的考察J，W大塚久

雄葉作集』第6巻，岩波書庖， 1969年， 1-123ペ
ージ，引用は90ページ。
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う規範的命題を主張することはできない。それ

は大塚の論理からも逸脱する。彼は，重商主義

期の歴史的段階における国民経済の原型析出を

通じて，その後の資本主義的発展が現実の諸国

民経済を原型からほど遠いものにすることを明

らかにし， もって現代の国民経済 rJ!虫立」をめ

ぐる緊張関係の輪郭を描こうとしたと言えよう。

しかも，彼自身，明らかにしているように，こ

の論稿では民族(nation)と国民経済との関係を

捨象しているのであり，国民(nation)と経済社

会との関連を問うた上で国民経済について考察

しているわけではないのである。

土地と人口に基本的に依存する農業(agricul-

ture)に比して，工業なり産業(industry)の生

産力上昇速度は大きい。また，生産力の上昇と

ともに，社会の所得が増加し価格が低下してい

くとき，所得増加率に対する需要の増加率の比，

つまり需要の所得弾力性が高く，価格低下率に

対する需要の増加率の比，つまり需要の価格弾

力性も高い工業製品を擁しない場合，その社会

の実質所得の増加は困難となる。特に需要の所

得弾力性の低い一次産品に資本と労働を集中的

に投入しでも，生産力の増加は生産者所得の増

加に結び付かない。生産力が上昇した結果，価

格が下落し，総所得が縮小あるいは停滞するよ

うな成長は，窮乏化成長として知られる。言い

換えれば，豊作貧乏が国民的規模で生じる。し

かも，農業生産力上昇は耕地面積当たりの雇用

人口の絶対的減少をもたらすのであり，耕地面

積が拡大しない限り農業から排除される人口を

吸収するには，工業生産部面の拡大は不可欠で

ある。生産力上昇，つまり富の増加を福祉の増

加に転ずるには，工業の発展が望まれるという

ことになる。したがって，過去に植民地や従属

国であった世界市場の周辺諸国が工業化を政策

的課題とし，可能な限り大国からの影響に受動

的にのみ対応した過去から離れようとするのは，

自然なことであろう。だが，そのような工業化

は，自給自足的生存圏を創出することを直ちに

意味するものとは言えないであろう。そして，

さらにまた，もしそのような生存圏が存在しう

るとしても，それが国民的領域を自然の単位と

するという結論は，容易には導き出しえないで

あろう。過去における経験は，一国民が自給自

足的傾向をもっ経済圏をつくり r自立」しよう

とする努力が，世界市場として存在してきた経

済社会に少なからず緊張をもたらしてきたか，

それ故に挫折してきたことを，むしろ示してい

る。所与の国民経済が自給自足的存在であった

ことは，産業社会の到来以来，ほとんど無いと

いってよいであろう。大戦聞から戦後20年余の

アメリカ合衆国は，それに近いものであったか

もしれない。しかし，他の場合，本質的に外国

市場にむすびっく国民経済を自給自足的なもの

に転換しようとする願望は，侵略的アウタルキ

ー(ナチスの広域経済圏や大東亜共栄圏)や経

済停滞(輸入代替工業化戦略の挫折)に帰着し

さえしたのであった一別言すれば，アメリカ合

衆国の国土，資源と人口が排他的ブロックなり

帝国なりに匹敵するようなものであったことを

挙げうるであろう。これらの自給自足に対する

願望に現実的な根拠が存在したことまでも私は

否定するものではない。 1930年代のヨーロツパ

のブロック化でさえ， 1929年にアメリカ合衆国

が輸入禁止的な関税法を成立させ，かつヨーロ

ツパに資本を供給しなくなったという歴史的現

実を背景にしている。戦後に新たに独立した国々

の願望に正当な根拠が存在することは，既に述

べた。しかし，ある現実的根拠を背景に進めら

れた政策が，政策を支えたイデオロギーや願望

も含めて，現実的な合理性を有するとは言えな

いであろう。上に述べたような願望を抱いた人々

が輸出主導型工業化を経て発展したアジア新興

工業国 (AsianNIEs)の現実に衝撃を受けると

すれば，それは市場が世界市場として生成し発

展してきたことを看過した代償を払っているの

である。
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2 近代市民社会の国民性

資本主義的市場は本来的に世界的であること，

あるいは資本主義的経済社会が普遍的性格を有

することが明らかとなった。その限りでは，近

代市民社会は，世界的性格を有する。だが，近

代市民社会に対応する国家は，国民的でありつ

づけてきた。国民国家とは，帝国や都市国家に

比して，いかにも中途半端な国家の単位であり，

その規模は，大小様々である。市場の普遍性を

考えるならば，国民国家の存在は奇異にさえ感

じられる。経済学者が国を経済的単位として理

論上とりあげる時には，この国のもつ固有の領

域的性格は見事に捨象されてしまっている。例

えば，応用経済学としての国際経済学がとりあ

げる国のほとんどは，生産要素の集合体であっ

て，固有の広がりはもたない。それは点である

とさえ言える広がりであろう。たまたま輸送費

を計算することによって圏内市場に距離が存在

することが意識されるが，一般的には国内市場

は一種のスポット市場でしかない。だが，国民

国家は，帝国や都市国家とは明瞭に異なる固有

の領域をもっ。市場が普遍的ならば，国家も，

市場の総てを覆う帝国 (empire)なり，ごく小

さい，したがって無差別な点として存在しうる

都市国家 (polis)の形態で存在する方が，自然

なり合理的ではないであろうか。経済理論の模

型に出てくる固には，そのような国の方がふさ

わしい。だが，現実の国家は異なる。そして近

代国家の固有の領域性は，たいてい国民という

概念によって規定されている。国民国家でない

国家，たとえば巨大な連邦国家や海上に浮かぶ

ような都市国家は，現代の国家群の中では，奇形

的な存在として，例外的存在として意識される

のが普通であろう。では，近代国家の国民的性

格はどこからきたのであろうか。資本主義の発

展の前から国家は国民あるいは民族という存在

を領域的基礎としてきたのであろうか。決して

そうでないことは歴史から明らかである。

「今日の政治と国家形成の正統化原理はナシ

ョナリズムであり，他に人聞の忠誠心を支配す

るいかなる原理も存在しないJ (アンソニー・ス

ミスA.D. Smith)と政治学者が述べるとき 1叫

それにたいして異議を唱えるものはいないであ

ろう。近代国民国家(modernnation-state)は，

人聞が社会を高田載して以来存在してきたかのご

とく，社会を支配し，その前では，ローマ教会

の支配力も，プロレタリア国際主義も幻想であ

ったかのようである。しかし，語源こそラテン

語の natioに求められ，そのきかぎりでは永遠の

ごとく古いとはいえ，存在としての国民(nation)

は近代の産物に外ならない。例えば，連合王国，

フランス， ドイツといった国民国家はいつ出現

したのであろうか。その国境はいつごろ今日あ

るようなものとなったのであろうか。近代国民

国家の形成は，神聖ローマ帝国の解体と絶対王

政の勃興，そして近代市民革命という政治史の

文脈のなかに，はじめて見いだされる。社会の

国民的地方性単なる地方性や部族 (tribe)的

性格ではなく は，近代市民社会の生成に深く

関連した歴史的事実なのである。国民国家形成

史を描くことは，到底ここではできないし，そ

の歴史性の解明自体，後で検討されることにな

るが，行論に必要な限りで簡単にその過程を振

り返っておこう 14)。

国民国家形成の最初の一歩は，中世ヨーロッ

13) Smith， A. D.， The Ethnic Origins 01 Nations， 

Oxford， Basil Blackwell， 1986， p. 129. 
14)以下の歴史に関する叙述については，この一連の

エッセイで後にまた詳細な考察に踏み込むことも

考えて，詳細な注を付すことは避げたい。本エッ

セイの注の中で言及される研究の他に， Tilly， C. 
(editor)， The Formation 01 National States in 
Western Europe， Princeton， Princeton Univer 
sity Press， 1975，などを参照されれば，包括的な研

究への出発点が得られるであろう。本邦の研究で

は，私の問題意識の形成に，増田四郎「西洋中世

社会史研究」岩波書底， 1974年，堀米庸三『ヨー

ロッパ中世世界の構造』岩波書庖， 1976年，村上

淳一『近代法の形成」岩波書庄， 1979年，成瀬治

「絶対主義国家と身分制社会』山川出版， 1988年，
などが大きな刺激を与えてくれた。
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パ世界という楕円の二つの中心をなしたローマ

教会と神聖ローマ帝国の権威を否定し，同時に

自己の領域内の下級権力や中間団体の自律性を

否定，つまり貴族や封建領主，自治都市などを

合、む重層的な支配構造を否定する主権国家が，

絶対君主国家の誕生を端緒として始まったこと

におかれるであろう。それ以前のヨーロッパ社

会では，国民国家は存在しうべくもなかった。

国民国家が否定される歴史的現実を簡単にふり

かえっておこう。宗教改革が始まる以前の西欧

社会の構造は，その全域にわたって幾つかの社

会的存在によって規定されていた。第ーは，ロ

ーマン・カトリックの教義の普遍的支配，ロー

マ法の継受と普及，ラテン語の文化的優位にみ

る文化的一体性，第二は，ローマン・カトリッ

クの世俗的意味での権威の普遍的存在，第三は，

教会と緊張関係をもちつつ依存関係にあり，同

時にローマ帝国の観念を引き継いだ神聖ローマ

帝国を軸とした半ば普遍的な政治体制，第四は，

そうした政治体制を支えた封建的農業社会，つ

まり土地法が公法を基礎付け，政治権力が封建

的諸関係の各層において半ば独立して存在し，

その基底には農民 (peasantry)が存在する社会

一封建制の定義をここで下しているわけではな

い。歴史学におけるその検討が係争の域にある

ことは周知の通りであるし円封建制の実態はイ

ングランド，フランク王国， ドイツ帝国領域で

かなり異なり，自力救済権が早くから失われた

イングランドで不動産保有条件が最も封建的で

あったことにみられるような，封建制一般の定

義を困難とするような問題にぶつかるであろう

ーの全域にわたる存在と，その緩やかではある

が絶えざる変化，第五は，領主や帝国等族なり

王から自治権を獲得した都市の全域にわたる点

15)封建制の定義と意味については，さしあたり，Brun-
ner， 0.， Feudalismus， feuda!， Geschichtliche 
GrundbegJi併，-}五storischesLexikon zur tolitis-

ch-sozialen S:戸rachein Deutschland， Band 2， 

，Herausgegeben von Otto Brnner， Werner 
Conze， und Reinhart KoseUeck， S. 337-350，を参
照されたい。

在である。

こうした社会的構成の存在は，その後の西欧

国民国家形成の与件となり，西欧における主権

国家確立に種々の影響正の影響であれ負の影

響であれーを与えたが，それ自体は，国民国家

とはまるで別の社会が支配的であったことを示

す。少なくとも11世紀までの西欧社会では，こ

うして，今日あるような国境線は存在せず，人

的結合が政治支配を大きく左右していた。その

時代にあっては，ヨーロッパ全土の普遍的存在

であった農民は自己の居住する地方的共同体に

しか連帯感を抱かず，また自己の居住地の領主

にしか忠誠心を抱かなかったであろう。地方的

共同体を越えたより上位の支配者に彼らが忠誠

心を抱くとしても，絶対主義国家の王のような

対象は存在しなかったし，ローマ教会に対する

忠誠と帝国等族に対する忠誠のどちらが重かっ

たかは不確実としか言いようがないであろう。

しかも，中世西欧にあっては一村落の領主は一

人とは限らなかった地域も多かったのである。

都市住民もまたそうであり，加えて，各都市は

貴族と領主に対して，自治都市の権利と商業的

利益とに導かれた連帯感すらもって行動した。

司教をはじめとする教会身分と封建領主や貴族

は，自身が独立した権力の所有者であるととも

に，同一身分同士の諸関係，例えば婚姻によっ

て結ぼれた関係，また例えば帝国や君主に対し

ておかれる共通の地位関係から，自己の属する

王国の他の身分に対してよりも，他の王国の同

一身分に強い連帯感を抱いていた。そして，僧

俗の支配的諸身分と上層都市商人および知識人

は， lingua francaとしてのラテン語の読み書き

能力(Iiteracy)によって，二つの中心をもっ楕

円の世界のなかでは世界市民であった。こうし

た状態にあっては，国民的共同性は存在しえな

かった。その「国民的」領域に居住する人々が

無差別に相互を同ーの共同体構成員と認識する

には，あまりにも人々はコスモポリタンであっ

たり，別の共同体への帰属意識が強かったので

ある。これは，一見すると神話の時代から国民
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図l 社会編成の概念図
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国家が存在したかのような錯覚に溢れているこ

の国にも言えることである。たとえば，中世の

農民は，はたして自己を日本国民と意識し，天

皇を忠誠の対象としたであろうか。おそらくは，

自分が居住する地域の領主の「領民」として自

己を意識したのが普通であろう。ヨーロッパと

は反対に，領主の一円支配が可能であったこの

国では，天皇という存在は神聖ローマ帝国皇帝

よりもはるかに庶民からは意識されることのな

い存在であったろう。まして，村落共同体の神々

すら天皇を正統化する神とは無縁の存在であっ

たのである。ヨーロツパ中世にみる社会構成と

その後の社会編成の相違は，ゲノレナー(E.Gell.' 

ner)の農業社会の概念図16)を修正して図示(図

1)できるであろう。国民国家が形成されるた

めには，なによりもまず，上層の帝国身分や貴

族，教会身分，そして農民が一つの共同体に属

することが必要であった。

百年戦争，パラ戦争，東ローマ帝国の滅亡，

スペインの国土回復といった諸事件に関連して

西欧周辺部で生じた王権の強化に始まり，絶対

君主制を確立の足掛かりとし， 30年戦争後のウ

16) Gellner， E.， Nations and Nationalism， Oxford， 
Basil Blackwell， 1983， p. 9. 
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エストファーリア条約によって国際法的存在と

もなる主権国家の誕生は，領域国家(territorial 

state)の住民がひとしくその国家にたいして一

義的な忠誠を抱き，その国家に帰属する人民と

して一個の共同体の構成員である意識を産みだ

した。この時はじめて，国境線で画された一定

の領域の土地，資源，住民に対する国家の網羅

的で排他的な支配権が確立され，ヨーロツノf世

界は，地方的王国や領邦毎に，諸身分がその君

主に忠誠を誓い，その君主の支配下にあること

に連帯感情をもっ主権国家群に分かれたのであ

る。そして，このときにまた，古い政治社会と

しての市民社会 (societascivilis)が，つまり政

治と経済とが絡み合った中で存在した重層的な

諸独立権力からなる社会が，権力を独占する国

家(state)と私的生活圏としての市民社会(civile

society， die burgerliche Gesellschaft) とに分

裂する この問題については改めて後で触れよ

う一ことが決定的になったのである。

無論，主権国家の誕生は国民形成の第一歩に

すぎなかった。このことは，現在の国家が国民

国家であると仮定しでも 実はそのこと自体に

問題があるのだが ，現在考えられるような民

族 (nation)が，たとえばヨーロッパの大国民，

フランス民族，イングランド民族，ドイツ民族，
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イタリア民族などが固有の国家を形成しえたの 国民形成への道を歩んだ、諸国家は，先行者と同

が一体いつだったのかを考えればすぐ判ること

である。ナチスの崩壊から「ベルリンの壁の崩

壊」まで二つの国家に分断された悲劇を背負っ

ていると考えられてきた「国民国家」ドイツの

国境線に一体「固有」のものがあったであろう

か。ドイツの「再統一」とはどのような国境線

を基礎に語られうるのであろうか。そもそも「統

一」ドイツが，あるいは「国民国家」ドイツが

誕生したのは普仏戦争勝利の折りだ、った。国民

国家とナショナリズムについてのもっとも包括

的研究であるカー(E.H. Carr)を中心とした

R.I.I.A(王立国際問題研究所)報告やシート

ンワトソン (H.Seton-Watson)が指摘するよ

うに， 15世紀以来誕生した数多くの主権国家の

中で国民国家としての内実を早くから備えてい

ったのは，フランスとイングランドにすぎなか

った17)。これらの国では，ある程度までの言語の

統一と書記言語としての改革，文化的，特に宗

教的な一体性の確立なり宗教戦争の国民的解決

がはかられ，更に市民革命によって人民が無差

別に一個の国民的共同体の構成員である意識が

確立され このことは，また市民革命が絶対君

主制から始まった近代主権国家の形成をある完

成の域にまで高めたことも指示するが一，それ

らによって，はじめて相互に人民が同一国民で

あることを他の社会と区別して意識する政治的

文化的帰属意識と，王への忠誠よりも自己が国

民である園 (country，nation)への忠誠とが生

まれたのである。換言すれば，文化的政治的革

命が国民形成をもたらしたといってよいであろ

う。そして，その後は，多くの国が国民国家形

成の道を，あるいは民族的抑圧への抵抗と結び

付いた市民革命を通じて，あるいは市民革命の

挫折を媒介にした君主制国家による国民的統合

を通じて歩みだしたのであった。無論，後から

17) Royal Institute of International Affairs， 

Nationalism， London， Frank Cass， 1939， pp.8-
21.， Seton-Watson， H.， Nations and States， 
Boulder，羽Testvi巴wPress， 1977， pp. 15-49. 

様の道をたどるわけにはいかなかった。ドイツ

では，宗教的分裂と神聖ローマ帝国の分権的構

造に由来する群小領邦国家の分立が，国民国家

形成を妨げ， 19世紀の後半にようやく誕生した

ドイツ帝国もプロイセンの覇権を軸としており，

オーストリアをはじめとする地域を統合するも

のではなかったし，市民革命の挫折の上に成立

したものであった。総じて，東欧で国民国家を

形成した場合には，アンソニー・スミスの言う

ように，国民形成にあたって，神話時代からの

「民族」的 (ethnic)独自性の強調や固有の民族

文化への覚醒を契機とする，市民的政治社会の

実現への願望を必ず、しも含まないナショナリズ

ムが大きな役割を果たしたのであった18)。しかし，

ある種のナショナリズムがどんなに神話時代か

らの民族的起源を国民国家に賦与しようとも，

国家形成の基礎としての国民とは，近代の歴史

的産物であることを確認することができょう

私がここで意図するのは国民国家の近代的性格，

その歴史性の強調にすぎないのであり，国民と

は何かを示すことにはない，それは，.私は国民

についてのいかなる『科学的定義』をもひきだ

しえないという結論に到達することを余儀なく

された，だが国民という現象は存在してきたし，

また現存している」と，シートンーワトソンをし

て言わしめた当の問題にかかわるのであり同，別

の機会にとりあげることになろう。

このような国民国家の歴史的性格が，近代市

民社会の歴史的性格と重なることは容易にみて

とることができょう。なにより，帝国の権威低

下と貴族や中間団体の支配力の没落は，封建的

土地所有関係に代わり，.純粋の私的所有」が社

会で支配的となった事実と対応する。政治，公

法，経済の諸関係が絡み合った社会から私的な

経済社会が生まれたことと，公法的権力を独占

する主権国家が誕生したこととは，同時代のこ

18) Smith， A. D.， 0.ρ. cit.， pp. 129-152. 
19) Seton-Watson， H.， op. cit.， p.5. 
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とがらであった。市民革命を経た国家において，

私達は，はじめて国民国家的規模で自由な国内

市場が統一されること，つまり自由市場模型の

現実的基礎が与えられるのをみることができ，

さらに，経済的に意味のある諸高権 (Regalien，

Royal Prerogative)一関税徴収権，貨幣鋳造権

など近代国家が財政国家として存立し，行政国

家として存在することに関連する高権ーが，帝

国から主権国家に拡散し，あるいは中間団体か

ら主権国家に集中した結果として近代国家の独

占するところとなるのをみることができる20)。そ

して，資本主義的経済社会を担うブルジョアジ

ー，家産官僚から主権国家の官僚へと転身した

官僚，教会の支配から独立した知識人といった

中産階級 (middleclass)こそ，私的経済圏とし

ての市民社会と国家との分裂を推し進め，他の

諸階級と複雑な同盟関係をもちながらも身分制

的社会構造の解体を自己の利益として国民国家

形成の中軸をなし，初期ナショナリズムの旗手

となったのであった。国民文化といわれるもの

を創造したのが，最初に書記言語としての国民

的言語を自在に駆使した彼らであったことから

20)諸高権の総てが主権国家に専一的な帰属する以前

は，高権は授受されたり，売却されたりした。法

制史の文献，例えばMitteis，H.， Deutsche Rechts-
geschichite." ein Studienbuch， Munchen und 
Berlin， C. H. Beck'sche Verlagsbuchhan. 
d巴lung，1952，世良晃志郎訳『ドイツ法制史概説」

(Lieberich， H.による11版が底本)創文社， 1971 

年を参照されたい。イングランドでは，帝国との

関係が希薄で、あったことや封建制が大陸とは異な

っていたこともあって，このような過程はよく見

えないが，高権の一部が議会に属し，一部が国王

に属したというような問題が存在する。詳しくは，

Maitland， F. W.， The Constitutional Histoη01 
England， Cambridge， Cambridge University 
Press， 1950，小山貞夫訳『イングランド憲法史」

創文社， 1981年を参照されたい。

も，それはわかるであろう。資本主義的生産を

軸とする近代市民社会が，国民国家を自己に適

合的な政治的衣装としてきたことを推論するの

は容易である。

勿論，こうしたことから，直ちに近代市民社

会が国民的自律体であるとは規定しえない。自

由な市場も政治的自律も，国民経済の自律とは

別個のものだからである。自由な市場，さらに

経済的な意味を有する政治的自律が近代国民国

家で実現したということは，主権国家を近代市

民社会が前提する，ということと同義に他なら

ない。そのことは，近代市民社会が国民的共同

体を基礎づけることも，また近代市民社会が主

権国家を生み出すことも指示しないのである。

そこから私が導きうるのは，経済社会としての

近代市民社会と国民国家との関連を積極的に研

究の対象としなければならない，ということな

のである。そして，この関連を研究の対象とす

ることは，資本主義的市場が本来的・内在的に

普遍的であることを考えるとき，経済学原理の

世界を近代社会の「全体集合」に埋め戻すとい

う私の問題関心の重要部分となるであろう。

(1988年10月18日脱稿)




