
はじめに

現在，日本を含めて多くの先進諸国が工業化

を中心とした経済成長の時代から，次の段階に

移ろうとしている時代状況におかれている。こ

のような時代認識を前提にして，特に日本は現

在どのような状態にあるかを第２次大戦後の

約６０数年を振り返りながらもう少し詳しく見

ると，次のように言うことができる。

日本は戦後の約１０年間に終戦直後の混乱か

ら回復し，１９５０年代半ばから高度経済成長の

時代に入った。１９７３年の第一次石油危機を

きっかけに高度経済成長は終焉した１）。しかし

他の先進諸国が石油危機によって深刻な経済停

滞を経験している中で日本は比較的早くにその

危機を乗り越え，安定成長軌道に乗った２）。１９

８０年代前半は実質成長率が高度成長時代の約

半分で，年率４～５％の成長であったが，他

の先進諸国に比して相対的に良好なパフォーマ

ンスであった。そのことが，１９８５年ニュー

ヨークのプラザホテルにおける国際経済の均衡

をめざした先進国首脳会議の開催とそれに続く

日米構造協議のきっかけとなった。

１９８０年代までの日本経済の歴史はサクセス

ストーリーであったが，プラザ合意をきっかけ

に，日本が批判の対象となってきた。それとと

もにその後の日本は社会的にも経済的にも失敗

の歴史を辿ることになる。日本が批判された点

は，高度成長を支えた日本企業の特質（特に日

本的経営という表現とともに知られる様々な特

徴）や，その背後にある日本社会の特徴であ

る。英米に比しての日本企業，日本社会の特質

を筆者は共同体主義とそれに根ざした平等主義

と考える。そしてまさにその再評価が，本稿の

目的である。

バブル崩壊後に急速に広まった日本的経営を

はじめとする「日本的」なもろもろの事柄に対す

る批判に，経済界などでもその批判を受け入

れ，米国式に変えようという動きが出てきた

し，政治の世界においても有識者の間でも，米

国式の市場原理に近づけることを積極的に主張

する人々もあらわれた３）。これらの批判点は正

しいのか，「日本的であること」の良さがあるの

ではないか，というのが筆者の問題とするとこ

１）高度成長の時代を広く定義すると，１９５０年代半
ばから高度成長時代に入ったということができ
る。日本は戦後の混乱から復興し，ほぼ１０年間
で，戦前のピーク時（１９３０～１９３２）の経済活動水
準に復帰した。１９５６年度の経済白書は，副題に
もはや戦後ではない，という表現を用いた。こ
の表現は当時流行し，さまざまな場面で使われ
た。

２）因みに高度成長時代の成長率は，１９５６～１９６４の
１０年間を前期高度成長期と呼ぶと，実質年率８.１
％の成長率であり，１９６５～１９７４の１０年間を後期
高度成長期と呼ぶとすれば年率１１％の成長で
あった。１９７５年以降の安定成長期は実質４～５
％の成長率であり，高度成長時代の約半分であ
るが，他の先進諸国にくらべて相対的に高成長
である。この成長を支えたのが財政支出の拡大
と輸出の増大である。

３）小泉，竹中時代と呼ばれる。竹中平蔵は経済財
政諮問会議のメンバーであったが，後に経済，
財務担当大臣として小泉首相の政策をリードす
ることになる。
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ろである。

もう一つの問題意識は，同じ時期に地方の衰

退がいっそう進んできたという点に注目し地方

圏を活気づけるにはどうするか，そのためのヒ

ントを得ようというところにある。特に北海道

をとりまく状況は厳しさを増しており，その再

生が課題になっている。

以上示したように，８０年代以後の新自由主

義の流れ，市場原理主義ともいうべき風潮に対

し，従来の日本的経営はその対極をなす。それ

は共同体主義，コミュナリズムによって特徴づ

けられる。日本的なコミュニティや，共同体主

義をもう一度再評価しようということ，それを

地域社会，特に地方圏の問題に応用することに

よって豊かさを実感できる地域創りの方策を提

示できるのではないか，というのが筆者の問題

意識である４）。

この場合注目している基本概念は，ソーシャ

ルキャピタルである。市場取引の対象にならな

い，市場で評価されない活動の中に生活の豊か

さにつながるものがある。それがソーシャル

キャピタルである。ふつうのキャピタルは大都

市圏ほど蓄積される。ソーシャルキャピタルに

ついても同様であろう。しかし，地方圏だから

あり得るソーシャルキャピタル，たとえば地方

らしい人のつながりとそれがもたらす温かさな

どがあるのではないか，それをもう一度再評価

してみようということである。

本稿の構成は次の通りである。第１に，す

でに述べた現在の状況をどうとらえるかについ

て，より詳しく述べる。新自由主義の風潮，競

争原理を主張する側からの批判，それに対する

日本企業の共同体的特質や平等主義，そうした

特徴の源流をどこに求めるか，などについて論

ずる。共同体的特質と平等主義の源流につい

て，筆者は採集狩猟経済の共同体的性格に注目

しているが，これらを日本企業の特徴と結びつ

けて論ずる。次に，コミュナリズムの問題につ

いては特に青木昌彦教授の理論的分析や速水佑

次郎教授等の集団主義システム（プーリングシ

ステム）の理論と実証分析の事例をとりあげ説

明する。第３に，市場経済と公的資本，社会

共通資本の関係を特にコモンズをめぐる議論を

通じて分析する。第４に，日本企業の共同体

的特質に注目したドーア（Dore）の議論を中心

に問題点をさらに掘り下げる。第５に以上の

議論を地方圏，地域経済の問題に当てはめて分

析する。その際，参考になるのは広井良典教授

の議論や中谷巌教授の議論であり，その主要論

点を取り上げる。第６に，同じ地方圏といっ

ても北海道と他の地方では異なる。本稿の最後

は，北海道についてわれわれが行った調査を中

心に問題点を示し，筆者の仮説を提示する。

１．今日の状況把握

日本における共同体主義，集団主義の再評価

が本稿における主たる問題意識であることは

「はじめに」においてすでに述べた。バブル崩壊

後，「日本的経営」をはじめ「日本的なるもの」に

対する批判が強まったが，本稿はそれに対する

反論を試みたものである。本節では，日本的な

るものに対する批判の内容と背景，それに対す

る筆者の反批判の骨子をより詳しく述べる。

１９８０年代，レーガンやサッチャーの登場と

ともに新自由主義の風潮が欧米に広まり，日本

にも浸透してきた。新自由主義は市場原理，競

争原理によって特徴づけられる。それは「日本

的なるもの」という言葉で一括りにされる日本

的経営，共同体主義，コミュナリズムと対極を

なす。

自由主義経済を特徴づけるのは，独立した個

人間のインパーソナルな取引であり，個人と個

４）北海道は同じように地方圏ではあるが，他の府
県とは本質的に異なる。他の府県の地方には伝
統的な日本のコミュニティが形成されてきたと
言えるが，北海道は移民によって成り立つ地域
であり，国際的に比較するとアメリカ，カナ
ダ，オーストラリアなどと共通するところがあ
る。

経 済 学 研 究 ６１－４26876（ ）
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人の取引，契約によって特徴づけられる米国式

の競争原理が我が国に急速に浸透したのは，小

泉首相時代であり，当時の財務担当，竹中平蔵

の名とともに，小泉，竹中時代とも呼びうる。

９０年代のそうした傾向を生み出した背景は，

第一次石油危機後の７０年代後半からレーガン

やサッチャーの登場した８０年代にまで遡って

求められるが，その時期，わが国は他の先進諸

国に比べて相対的に安定した。いわば安定成長

軌道に乗ることに成功した。しかしそのことが

国際貿易の不均衡をもたらし，プラザホテルで

の先進国首脳会議とそれに続く日米構造協議に

よって，多くの妥協を余儀なくされる結果をも

たらしたのである。

日本は第一次石油危機をうまく乗り越えたの

だが，それを可能にしたのは政府の需要創出政

策であった。１９７３年の石油危機に続く１９７４年

は物価の高騰に見舞われ，当時の福田首相はそ

れを狂乱物価と名付けた。インフレを鎮静させ

るために総需要抑制政策がとられ，その結果，

翌１９７５年は，戦後はじめてのマイナス成長を

記録する。政府はその翌年には需要創出政策に

よってスタグフレーションに陥ることなく，安

定成長軌道にのせることに成功したのである

が，民間投資も消費需要も落ち込んでいたか

ら，総需要創出をリードしたのは政府の財政支

出と輸出であった。そのいずれもが，その後の

日本経済に問題を残すことになる。輸出の増大

は国際貿易不均衡の原因となる。また財政支出

を国債発行によってまかなった結果，その後の

財政は赤字基調となり，財政再建が常に課題と

して残ることになる。しかしながら，８０年代

の前半は年率４～５％の成長で経済は安定し

たが，その安定をもたらした要因がプラザホテ

ルでの首脳会議やその後の日米構造協議につな

がったのは先に述べたとおりである。筆者はプ

ラザ合意以前と以後とで，日本経済は本質的に

変わったと考えている。

８０年代後半のバブルとその崩壊により，日

本経済はそれ以前の生産主義的特質からフィナ

ンシャリゼーションと呼ばれる状況に，全面的

ではないにせよ，変わりだした。

更に，日米構造協議で外国資本の参入や株主

重視の経営を行うべしという要求を受け入れ

た。賃金制度においても成果主義導入の動きが

起こった。バブルの崩壊は従来の日本的経営に

対する批判を強め，米国式経営の導入に同調す

る有識者や財界人もあらわれた。その中で銀行

の経営者の責任を問いながら市場原理主義をつ

らぬいたのが小泉，竹中コンビであったという

ことができる。

市場原理，競争原理は同時に格差を生み出し

た。特に目立ったのは資産格差の拡大である。

個人間の所得，資産の格差と同様に地域間の格

差も拡大する。特にこの時期から北海道を取り

巻く状況は厳しくなる。こうした状況に対し

て，地域の再生を目指すべきであるというのが

本稿における強い問題意識となっている。

さて，競争原理や市場原理に対して，日本社

会，日本企業の共同体的特質を対置するのが筆

者の立場であるが，この共同体的特質のもう一

つの特徴は平等主義である。平等主義的性格を

戦後民主主義の際立った特徴，あるいは戦後民

主主義を特徴づける価値観とみることもできる

し，筆者は多くの機会にそのような主張を行っ

てきたが，古く遡ってその源流をたずねてみる

と，古代の採集狩猟経済の時代にまで遡ること

ができるのではないか。日本にそのような時代

があったかどうかという歴史学上の問題は一応

措くとして，採集狩猟経済は共同体的性格を

持っていると考えられる。そこにはある種の平

等主義があり，それを日本企業の共同体的特質

に当てはめてみよう，というのが筆者の考えで

ある。採集狩猟社会では男は狩にでる。狩で最

も能力を発揮する若者が獲物を共同体に持ち帰

り，皆に平等に分配する。その有能な若者は，

やがて村のリーダーになる。これは日本企業に

おいて特に能力を発揮する従業員と重なる。彼

は必ずしも他の従業員よりも多くの報酬を得て

いるわけではないが，しかしやがて会社のトッ

２０１２．３ 日本社会の共同体的特質とその評価 小林 26977（ ）
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プマネージメントグループに加わるように出世

するだろう。

こうした仮説を筆者は頭に描いているのであ

り，その意味で採集狩猟経済に関心を持つので

ある。次節以降では，共同体的特質や平等主義

的傾向について，順次分析を進めていく。

２．市場経済とコミュニティー

青木昌彦教授と速水佑次郎教授はその共編著

「経済発展におけるコミュニティと市場」

（Communities and Markets in Economic De-

velopment; ed by Masahiko Aoki and Yujiro

Hayami; Oxford University Press２００１）におい

て，市場経済とコミュニティの関係を，特に市

場の発展に与える共同体の影響に注目した議論

を展開している。この書物の Introduction の

中で，青木氏等はこのように述べる。

かつては，一方の極に市場を超えて国が支配

するソ連邦，他方の極にはスミス以来の自由市

場体制があり，その中間にウエルフェア国家

（厚生国家）やコーポラティスト国家（協同主義

国家）等があった。青木氏等はコミュニティを

経済体制を構成する第三の要素と位置づける。

すなわち，市場，国家，コミュニティの三つの

要素に分けるのである５）。

青木氏等はコミュニティを次のように定義し

ている。「コミュニティは互いに識別可能な

個々人の間の深いつながりによって特徴づけら

れる人々のグループである。そしてそれは外部

からの圧力だけではなく内生的にルールあるい

は規範をつくり出す。」

市場とコミュニティの関係を対比しながらよ

り詳しくみると，次のように言える。市場は自

発的な交換にもとづき価格をめやすに営利を追

求する個々人の活動を結びつける制度である。

その中で国家は私権の保護という前提のもとで

公共財を供給する。他方，コミュニティは外部

の第三者の介入なしに会員メンバーが繰り返し

付き合うことを通じてルールを内生的につくり

だしている。過去にはコミュニティノルムと市

場とは，互いに代替的，競合的関係にあるもの

とみなされていた。しかし，市場のルールと共

存するコミュニティノルムがありうる，という

のが青木氏等の考えである６）。

青木，速水の問題意識は，市場経済のもとで

共同体的な性格を持つコミュニティがどう生か

されるか，それを探り出そうというところにあ

る。コミュニティが市場の発展に寄与する可能

性は，特に発展途上国にある。コミュニティ

は，日常的に深いつながりを持つ人々のグルー

プであるから，そこにおける取引は，つながり

のある人々の取引あるいは関係者間の取引であ

る。それは市場の拡大に寄与する面もあるが，

障壁となる場合もある。その典型的な例は中世

ヨーロッパや日本のギルドである。そのような

側面を持ちながらも青木氏等は発展途上国など

にみられるコミュニティが市場の発展に寄与す

る可能性に注目する。どんな場合にコミュニ

ティの結びつきが強いかといえば，共同体の規

模が小さく，メンバーが同質的であるほうがコ

ミュニティとしての結びつきも強い。そのよう

な場合，コミュニティノルムは容易につくら

れ，外部からの法的ルールで共同体のまとまり

をつけるよりは，コストが安くつく。

この書物の中で，青木氏は個人主義と自由主

義を基礎に置く市場経済の中でコミュニティの

まとまり，あるいは均衡がどのように形成され

るかを論じている。その中で青木氏はゲームの

理論を応用し，協調ゲームの解がちょうどコ

ミュニティの均衡に相当する場合を論じてい

５）M. Aoki and Y. Hayami Communities and Markets
in Economic Development , Edited by M. Aoki and
Y. Hayami; Oxford University Press,２００１．, p. XV
参照

６）Aoki and Hayami Ibid , p. XVI 参照

経 済 学 研 究 ６１－４27078（ ）
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る７）。

同じ書物の中で速水と関は日本の漁業者にお

ける共同化のグループの具体例を分析している

（Hayami and Seki; Pooling Group in Japanese

Fisheries）８）。彼等によると，農業ではグルー

プによって市場の失敗（共有地の悲劇で示され

るような）を克服する工夫は古くからなされて

いた。農業において水争いはつきものであった

が，それを防ぐために灌漑システムを建設維持

したことなど，その例である。森林や牧場では

共有資源の利用を上手に調整する工夫がなされ

てきた。それは漁業においてもありうる。漁業

者の場合，組合あるいはギルドが存在し，会員

メンバーのみに漁場へのアクセスや利用を可能

にする厳格なルールを採用してきた。各組合員

はその土地に生まれ育った者，すなわちネイ

ティブに限られた。

速水と関は沿岸漁業における集団化のメカニ

ズムの存立可能性や合理性を明らかにしようと

するのである。彼等は，集団化が有利である条

件として次の三つを挙げている。

１）漁業者のグループ規模が小さいこと。

２）組合員が同じ土地の出身者，居住者であ

ること。

３）漁場の割り当てを含め，運営方式を企画

し，強制するルールを皆が認めているこ

と。

そして日本の漁業においては，これら条件が充

たされているというのである。その具体例とし

て，富山県の三つの組合についてケーススタデ

イを行った。そこで次のような結論を導いてい

る９）。

プーリング（集団化）は個々の漁業者を結びつ

ける群であり，漁業者の本来の目標を達成す

るべく採用されている。

集団化を行う目標は，日本の沿岸漁民の場

合，保険目的と収益目的の二つを同時に追求

することである。

集団化が成功するか失敗するかについては，

集団化の当初，そのグループの構成員が同質

的であるか非同質的であるかが，決定的に重

要である。

もちろん，同質的な集団である方が結びつき

は強く，メンバー共通の目標を達成しうるの

であるが，この同質性，非同質性には出身

地，居住地のほか，年齢層や能力の有無など

も含まれる。

組織には，有能な人もいれば有能でない人も

いる。速水等は，有能なメンバーからの知識の

伝播を通じて非同質性が薄められ同質的な集団

に近づくのだが，しかし出発点で非常に異質性

が強いなら，有能なメンバーにはフラストレー

ションが溜まり，集団化は成功し難い，と述べ

ている。

この例は，日本企業の平等主義的分配の問題

とつながる。漁業は船団で作業を行い水揚げを

平等に分配する。このプーリングシステムを日

本企業にあてはめて分析することは興味深い。

日本企業，特に大企業においては生産性への個

人の貢献度は異なるだろう。しかし，その成果

に正確に比例して報酬が決められるわけではな

い。有能な人はその貢献に比して少ない報酬し

か受け取っていないだろう。そのような平等化

した分配に皆の暗黙の合意が得られる根拠は自

分が共同体の一員であるという意識を持つこと

にあると思われるからである。

７）M. Aoki, Community Norms and Embeddedness; A
Game Theoretic Approach in Communities and Mar-
kets in Economic Development , Chapt．４, pp．９７～
１２４の中の，特にConcluding remark, p．１２４参照

８）Hayami and Seki; Community Arrangements to
Overcome Market Failures―Pooling Groop in
Japanese Fisheries; Aoki and Hayami ed. Commu-
nities and Markets in Economic Development,
Chapt．１３参照

９）Hayami and Seki, Ibid pp．３８６～３９６特にConclud-
ing and Final Consideration p．３９４参照
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３．コモンズ

市場経済のもとでの共同体的性格を有する組

織の例としてコモンズが挙げられる。今日，コ

モンズが関心を呼んでいる理由の一つとして市

場経済，市民的自由という前提のもとで，なお

社会共通資本資産が重視されていることを指摘

することができる。

３－１．社会共通資本

宇沢弘文教授は社会共通資本の概念を定義

し，それが今日重視される理由を次のように述

べている。

経済学者がコモンズに注目したきっかけは，

１９６８年のハーデインの論文，「コモンズの悲

劇」である。この議論は必ずしも妥当ではな

い。しかし私有財産制，市場機構の効率性の問

題に対して無視しえない影響を与えた，という

のである１０）。一方，ハーデインの「コモンズの

悲劇」を評価する議論としてハロルド・デム

ゼッツなど自由経済論者，広い意味での新古典

派の経済学者，公共選択論者がいる。彼等の経

済理論の背景には，１９世紀に支配的であった

市民的自由の発想がある。これら自由主義的経

済学に対してはいくつかの批判がなされる。そ

の批判の主な点を宇沢教授は次のようにまとめ

ている。

�希少資源の私有制に関する批判
すなわち，新古典派経済学は資源の希少性

を前提にしてその最適利用を解こうとして

いるが，現代ではこれに当てはまらないも

のが多い。自然資源はもとより，道路，港

湾，教育，医療，司法などの社会共通資本

である。

�生産手段の非摩擦性

生産手段を他の用途に変えるのに，社会的

費用を伴わないという前提がある。この点

を教科書的に言うと，資本労働比率が伸縮

的に変えられる，という前提と共通してい

る。しかし現実には，たとえば鉄鋼業で用

いられる溶鉱炉を別な機械として利用する

などということは出来ない。

�所得分配の公正に関する議論を価値判断の
問題だからという理由で外している。

こうした新古典派経済学の問題点を指摘した

上で，宇沢教授は社会共通資本の効率的利用や

配分の問題を分析している１１）。

３－２．共同体の典型例としてのコモンズ

杉原弘泰教授は，上掲書の中でコモンズの歴

史を振り返って分析している１２）。教授によると

日本の場合，コモンズの例として古くから存在

した「入会」がある。水田農業が発達してくる

と，水争いを避け共有資産として溜池，灌漑施

設を利用した。これらは農民の共有資産である

が，入会は「公私共有」の考え方にもとづいてい

た。ところが近代になると，市場の論理，私有

財産の考え方が支配的になる。「私」が「公」より

優先される。私有財産権が絶対的になる。日本

では１８７３年の地租改正において土地の私的所

有権を絶対的なものとした。古くから存在して

いた「入会」はその流れの中で崩壊する。しかし

林野入会，漁業入会は存続した。その理由は漁

業の場合，魚という資源の移動性が大きく，一

方，海面は所有権の対象にならないことなどに

よる。土地の上では資源の移動が少なく所有制

度が定立しやすい。だから，土地の私有財産制

が確立する。

入会と私的所有の違いについて杉原氏は次の

ように説明している。「入会は仲間という境界

１０）宇沢弘文，茂木愛一郎編『社会共通資本――コモ
ンズと都市』東大出版会（初版 １９９４，第４版
２００４）の第１章 宇沢弘文 社会共通資本の概
念 １６～１７ページ参照

１１）前掲書 pp．２０～２４ 参照
１２）杉浦弘恭 前掲書の第４章「日本のコモンズ『入

会い』」 １０１～１２５ページ参照
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に囲い込まれた空間を占有排他する状態」で

あって「このつながりのない個人が複数で財産

を所有する状態を共有という」と定義してい

る。また「入会」という協調的な仲間集団ができ

る理由は，農業や漁業では気候の変動などによ

る不確実性があるため，それに対して生活を安

定的に保つための保険機能として相互扶助や互

酬が存在した。日本の場合は，小規模単位であ

り，気候条件などによる環境管理がしやすかっ

た，ということを指摘しているが，それは前節

でとりあげた速水，関の論文において，プーリ

ングシステムがとられやすい条件と共通してい

る。

３－３．コモンズと公益事業

コモンズの特性が，１９世紀の資本主義の完

成された社会において公益事業の分野に継承さ

れている点を指摘したのは南部鶴彦教授であ

る。南部氏は共同体における社会共通資本の特

質を大塚久雄の共同体論をもとに分析し，それ

が公益事業とつながる根拠，さらにそれが２１

世紀の今日，新しい形に変わっていることを示

している１３）。

大塚久雄は共同体を（１）アジア的形態，（２）

古典古代的形態，（３）ゲルマン的形態，の三つ

に分け，この中で特にゲルマン的形態を対象に

応用分析している。ゲルマン的形態の特徴は，

土地のみが資本として存在するが，私有と公有

とが混在していることにあり，共同所有されて

いる場合の制度的な原則は公平性 gleichkeit で

ある。この二つが充たされていればゲルマン的

ということである（ゲルマン的というのはゲル

マン人のということではない）１４）。

共有地は農業を中心とした共同社会の外延部

に位置している。この外延部を共同利用するこ

とによって内縁部には私有を認めて排他的な利

用を実現することができる。それが共有地であ

る。共有地では共同耕作を行い，メンバーに最

低限の１単位が保証されるという平等性が確

保される。近代の市民社会における社会的共通

資本には大きな規模の経済性をもたらす技術革

新があるという特徴がある。そうなるとそれを

実現するためには財政負担が必要である。そこ

で一人当たり負担を小さく済むようなメカニズ

ムを，市民の負担能力の範囲内で実現するとい

う制度的工夫が必要である。内部相互補助がそ

れである。収穫逓増型産業の場合は，より多く

の需要を実現するために負担能力のある利用者

がより多く負担することで負担能力のない者も

利用できるように補助した。それが内部補助で

ある。今日公益事業と呼ばれる業種―鉄道，通

信，電力等々―は，そうした特徴を持ってい

る１５）。その特性をより詳しくまとめると次のよ

うに言える。すなわちどれだけ利用したかの測

定単位が明らかであることが必要である。また

内部相互補助は，加入者グループ内での所得分

配であるが，どれだけの利益が誰に帰属するか

を容易に測れることが必要である。以上のよう

な性質を持っているサービスが公益事業と呼ば

れるものであって，電気，ガス，水道，鉄道な

どがそれにあたる。もう一つ共通する特徴は，

これらのサービスがネットワークを形成してい

ることである。供給者から最終需要者までのヒ

エラルキー型の構造を持っている。すなわち階

層化している。南部氏はこのような構造が

イ）規模の経済性が働くこと ロ）二重投資は非

経済的であること，ハ）このようなネットワー

クの建設にはサンクコストがかかること，そう

した性質をもつことから，このようなサービス

の供給は，政府か規制された独占企業が行うこ

とになり，それが従来の公共事業であった，と

説明している。
１３）南部鶴彦 「公益事業の役割と社会的共通資本」

宇沢・茂木編「社会的共通資本」の第２章 ４７～
６９ページ参照

１４）前掲書 ４９ページ １５）前掲書 ５８～６４ページ

２０１２．３ 日本社会の共同体的特質とその評価 小林 27381（ ）

�������	
�	���������������������������� �!��"#$% 2012.02.23 18.38.15 Page 81



南部氏はまた次のような指摘をしている１６）。

すなわち，このような規模の経済性の大きな産

業には一つの問題点がある。それは消費する場

所が特定されているということである（持ち運

びができる財，サービスではない）。南部氏は

それを番地型消費と名付けている。しかし番地

ごとに消費は不均一であり，大口需要地域には

太いパイプラインなどを通す。その地点での利

用者は他の地点よりもコストが低いのだからそ

の利益を享受しようとして全体のネットワーク

からの離脱が起こる。つまりその地点の利用者

だけでパイプを引こうとする動機が存在する。

同一料金になると，その地点の利用者は内部相

互補助を強制される（補助金の出し手になるこ

とを強制される）。それが離脱のインセンティ

ブになるのである。

最近の技術革新によって，この伝統的な階層

構造を再吟味するものが登場している。分散処

理的ネットワークがそれである。たとえば電気

と熱を同じ場所で同時に供給するシステム――

いわゆるコージェネレーション――などがそれ

である。情報通信の場合は通信衛星，マイクロ

ウエーブ，CATVなどを用いた通信が普及す

る。そうなると番地型消費というネットワーク

システムの優位性がくずれてくる，というので

ある。では，このことがもたらした意味は何で

あろうか。かつてはネットワーク型産業が一元

的管理体制のもとに運営されており，平等主義

的な供給の制度化をもたらした。しかし需要構

造が変わると内部相互補助は妥当しなくなる。

古典的な公益事業は技術的な特性から自然独占

あるいは地域独占というかたちが導入された。

現代では代替技術の発展によって，その根拠を

失っている。

内部相互補助を企業内部の問題に応用して考

えることができる。日本の企業は従業員間で内

部補助があった。企業がある種の共同体という

性質を持っていた。もし，企業内が専門分野ご

とに分かれており，各専門技能者は，現在の自

分の所属する企業の上層部よりも，同一技能を

持つ他企業の技能者との交流がより強くなる

と，他企業への移動の可能性も強くなる１７）。た

しかに最近の時代の流れは垂直的につながる階

層的構造よりも分権的構造がより強まってきた

といえるが，それでも日本の大企業は従業員間

の内部補助も可能にする共同体的特色を持って

いるものが多い。欧米の企業と対比して日本企

業の共同体的特質に注目したのは，イギリスの

社会学者ドーア（Ronald Dore, Stock Market

Capitalism: Welfare Capitalism）である。次に，

日本企業の共同体的性格について，ドーアの議

論を中心に見てみよう。

４．日本企業の特質――特にその共同体的特質

について――ドーアの分析から

４－１．日本企業の特質――PRODUCTIVISM

日本企業の特質についてドーアが注目するの

は，その共同体的特質であるが，そのような企

業の特質の背景にある日本社会の伝統といって

もよい思想や人々の考え方には生産活動を重ん

じる生産主義 Productivism があり，この生産

主義が市場主義を抑えている，とドーアは言

う。これが日本においてフィナンシャリゼー

ションが英米よりも遅れている理由になってい

る１８）。すなわち，金融や資金の運用で収益をあ

１６）前掲書 ６５～６７ページ
１７）日本の企業は，少なくとも高度経済成長時代に

は企業内で内部相互補助があった。従業員には
有能な者とそうでない者との間に能力格差は当
然ある。しかしそれぞれの報酬は，能力差，した
がって企業への生産性貢献度ほど差がない。こ
れはある種の平等主義である。それを可能にし
た理由は何かということが興味ある問題である。

１８）ここでフィナンシャリゼーションと言っている
のは，モノづくりよりも資金の運用等で収益を
あげる傾向であり，日本はプロダクティヴィズ
ムがフィナンシャリゼーションを抑制してい
た，とドーアは言う。R.D. Dore; Stock Market
Capitalism: Welfare Capitalism藤井真人訳「日本型
資本主義と市場主義の衝突」東洋経済新報社，
２００１年，１０～１１ページ

経 済 学 研 究 ６１－４27482（ ）
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げることよりも，モノづくりによって収益を創

りあげるほうが尊いという思想であり，この考

え方の根底には農本主義がある。このことを企

業体の内部の構造と結びつけて考えると，企業

（株式会社を前提にすると）は資金を提供する株

主と，その資金にもとづいて生産活動を行う経

営者を含めた従業員から成るが，資本主義の本

来の姿は，企業は資金を提供する株主，投資家

のもの，すなわち株主主権であるのに対し，日

本企業は従業員主権である，ということにな

る。

４－２．日本企業と欧米企業の違い

ドーアは日本企業の特質を欧米企業のそれと

対比していくつかの項目であらわしている。そ

れを図式的に示そう１９）。

日本企業 欧米企業

共同体説 私有財産説

法人実在説 法人擬制説

社員の総合体とみる 利潤追求の道具とみる

ステークホールダーの企業 契約のマトリックス

従業員重視 株主の企業，株主重視

ドーアが日本企業のもう一つの特徴として指摘

するのは，関係重視の取引ということである。

すなわち企業間の取引について，関係重視

（relational）の銀行取引――金融系列取引がそ

の例――や，関係重視の雇用――縁故採用がそ

の例――と並んで，会社と会社の間の取引にお

いても，関係を重視するということである。

企業間の関係は競争関係であるのが本来の姿

であるが，日本では敵対的な競争関係よりも協

調関係に傾くという。ドーアによれば，日本は

全体の利益となる協調形態を見出すのが上手

で，皆が公平と受け止めるような形でそれを組

織化する。彼によると，そのような国民性が生

まれたのは何百年にもわたる水田灌漑農業，稲

作，儒教等々の影響による。面と向かっての争

いを避ける性向とむすびついている，というの

である２０）。

このような日本の特徴の中で政府の位置，役

割はどのようになっているか。ドーアは，明治

以降の日本の国家は，アメリカが「規制国家」で

あるのと対象的に「開発国家」であった，という

チャーマーズ・ジョンソンの指摘を取り上げて

いる２１）。つまりアメリカ式は，生産活動を自己

の利益を目的に行うのが私企業，民間であり，

政府はそれを規制するところにその役割がある

のに対し，日本は政府が民間の活動を支援した

り補助したりする，という意味で開発国家であ

る。

４－３．日本企業の平等性

日本社会あるいは日本の企業組織を特徴づけ

る要素は他にも種々挙げられるが，もう一つ

ドーアが注目したのは日本の企業組織の平等主

義的性格である。ドーアはこの平等主義を次の

ように解釈している。彼によると日本の平等主

義は１９５０年代に達成された。それは保守政党

が労働者に譲歩する戦略をとったためである。

しかし冷戦が終わった今，それは自由市場経済

にとって障害となる２２）。むしろ今日では圧力団

体，政治家，官僚の共謀の三角関係をつくる。

関係者間のコンセンサスが重視される。しかし

コンセンサスは経営者のリーダーシップを弱め

る，とドーアは言う。

筆者は日本社会あるいは日本企業の平等主義

１９）ドーア 前掲書（邦訳）第２章 ３５ページ より
詳しくは３６～４３ページ参照

２０）前掲書 邦訳 第２章 ５１ページ
２１）前掲書 邦訳 第２章 ５６～５７ページ
２２）前掲書 邦訳 第�部 第３章 階級と平等主

義 ８６～８７ページ
この平等主義を戦後の特色，より厳密には戦後
民主主義の特色，と捉えるのは一つの見方であ
るが，これを戦後に限らず日本社会の，特に農
耕文化の中に根を下ろしたコミュナリズムの特
質とみる見方もありうる。

２０１２．３ 日本社会の共同体的特質とその評価 小林 27583（ ）
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的性格を戦後民主主義の支配的価値観としてと

らえている。その傾向は終戦からほんの２～

３年の間に急速に広がった。その一例として

学校制度における学区制を挙げることができ

る。小学校は特別裕福な家庭の子を別にすれ

ば，学区内の近隣の学校に通うのが普通であっ

たが，中学校，女学校は区域に関係なく受験可

能であった。それが戦後六・三制のもとで，中

学校，女学校は新制中学と呼ばれ，男女共学と

なって無試験で全員入学することになる。そし

て旧制の中学校，女学校は新制高校となる。

１９５０年には多くの地方で新制の高校も男女共

学で小学区制となったところが多い。その際，

当時はまだ女子は小中学生くらいの頃は家のお

手伝いをするもの，という習慣が一般的で進学

を目指すのは限られていた。したがって入試成

績では男子の方が成績上位であった。しかし，

合格者数は男女同数にしたのである。その結

果，男子と女子で合格最低点が異なるのが普通

であった。これは男女平等を意図的に進めよう

とした結果である。これは教育制度という国の

基本的在り方についての，戦後民主主義の風潮

の一つのあらわれであり，筆者の見方では，企

業内の平等主義にも結びついている。すなわち

生産性，貢献度は人によって差があるが，その

差ほどは，賃金の格差はない，というのがそれ

である。

市場原理を重視する立場の人々はこうした戦

後民主主義的制度を批判する。１９９０年代にそ

のような批判が強まった。競争を重視しようと

いう傾向が生まれてきた。その具体例の一つは

学区制度の廃止である。ドーアは学区制度のも

とでは階級の異なる家庭の子女が同じ学校で机

を並べていた。これが平等主義の雰囲気を作り

出していた。それが変わってきたというのであ

る２３）。

競争重視論者は１９９０年頃から日本的経営な

どに批判を加え，英米式の導入を主張している

が，彼等が批判する日本型の罪は �共同体的
体質 �日本企業の統治形態はイギリスよりも
厳しく制度化されていること �日本社会の右
へならへの体質がこの構造を一層強めている，

という点を挙げている２４）。

１９９０年代から日本国内でも米国の様々な要

求を受け入れ日本的経営と呼ばれていた日本企

業の特質に批判を加え本来の市場主義に近づけ

るべきだ，という主張が出てきて，それを受け

入れる企業も多くあらわれた。たとえば，賃金

体系を年功序列から成果主義に改めるというの

はその一例である。実際，日本でも商法を改正

し株主にいっそう支配的な力を与えるように

なった。それまでの日本は法律の条文では英米

と変わらないが実際の慣行は法律の文言とは異

なっており，株主総会が形骸化しているという

のが日本企業の一般的傾向であった。法律のた

てまえは株主主権であり，実際の運用は経営者

を含めた従業員主権であった。ドーアはこの書

物の結論として，日本の社会構造の在り方を次

のようにまとめている。企業の構造としては関

係重視の取引，企業間の協調，政府の強力な役

割，に特徴がある。これに対してさまざまな批

判がなされたが，しかしそれでも日本的特質は

依然として残っている，とみている。そしてこ

のように言う。

ダニエル・ベルは資本主義が「生産主義」に示

される倫理に基礎をおきながら，消費主義をあ

おり続けなければ動いていかない，と論じた。

日本は工業化を始めたとき，他国に比べて高度

に成熟した共同体的諸制度を有し，工業化が進

んで経済が成熟したかなりの成長段階に入って

も，なおその遺産を持ち続けていた。しかしい

よいよ今になってそれを捨てなければならな

い。

２３）前掲書 邦訳 ８８～９１ページ参照
２４）前掲書 邦訳 第�部 第４章 企業統治 １１２～

１１３ページ参照

経 済 学 研 究 ６１－４27684（ ）
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グローバル資本主義に対する日本の抵抗を支

えるもう一つの要因は，日本のコーポラティズ

ム（協調主義）がより総合的な意味を持っている

ことである。つまり，相対立する利害団体がゼ

ロサムゲームの中でそれぞれ自己の利益を追求

する抜け目のないかけひきを通じて妥協に到達

するだけでなく，各人が日本国「総体」としての

国益の存在を認めている２５）。組合も日本経済の

景気展望はどうなっているか，自分達が要求し

ている賃上げはそれ自体公正なものであるばか

りでなく，需要創出の観点からも国民経済全体

の成長にとって最善の方策の一つである，と

いった論法である。

つまり日本では労組も日本経済全体との関係

を重視している。ドーアによれば，この点がド

イツとは違う。ドイツでは国益という観点はな

い。共同決定制は，もともと企業の協同体的特

質から生まれたものではない。階級闘争がなく

なることはないことを前提に，それに歯止めを

かける制度を強力に法制化したものである，と

言っている２６）。

４－４．これまでのまとめ

これまで日本社会あるいは日本企業の共同体

的性格を中心に，いくつかの代表的な議論を検

討してきた。青木，速水の編著では，日本にお

いて個々人が集団を形成し協調行動をとること

によって成功している根拠が示された。また宇

沢弘文等のコモンズをめぐる議論では，個人の

合理性，私有財産と契約によって特徴づけられ

る市場の世界に対し，公と私によって共有され

る社会共有資本に注目し，その歴史的展開と現

代に受けつがれている公益事業にまで議論を進

めている。

特に日本企業の共同体的性格に注目したのは

イギリスの社会学者ドーアである。彼の「日本

型資本主義と市場主義の衝突」は表題，Stock-

market Capitalism vs Welfare Capitalism のと

おり，アングロサクソン流の私有財産，株主主

権，市場原理主義と対比しての日本の協調主

義，平等主義に特徴づけられた企業組織の性格

を描いたものである。

本稿のもう一つの主題は，特に地方，地域社

会に軸足を移してみると，どうなるかというこ

とである。すなわち，コミュナリズムは，単に

市場取引の対象になる，言い換えれば貨幣額で

測定される豊かさだけではなく，人々のつなが

りによって得られる豊かさをもたらすものであ

り，所得水準だけで評価するなら大都市圏と地

方圏の格差は広がるばかりであるが，コミュニ

ティに注目するなら，地方にこそありうる豊か

さがあるのではないか，ということである。筆

者等はそれをソーシャルキャピタルと考える。

それはいったいどのようなものか。この点を分

析するのが，次の課題である。その場合，問題

は二つある。一つは地方圏一般について言え

る，どちらかといえば日本社会の伝統に根ざし

たコミュナリズムである。これに対して歴史の

新しい北海道の場合は伝統的なコミュナリズム

とは異なる新しいタイプのソーシャルキャピタ

ルの形成が課題となりうると思われる。その点

についての分析が最後のテーマである。

５．地域社会と共同体

本節では地域社会，特に地方圏に注目して，

そこで得られる豊かさとは何かという点につい

て興味のある分析を行っている広井良典，中谷

巌の議論をとりあげ，そこから筆者の問題意識

と重なる点について分析を加える。

２５）前掲書 邦訳 第�部 結論 ３２６～３２７ページ
参照

２６）ドーアは，前掲書 IVの結論部分で，日本とド
イツの比較を行っているが，その中で，ドイツ
の共同決定制は企業の共同体的な特質から生ま
れたものではないことを強調している。３２９～３３１
ページ，特に３３０ページ参照

２０１２．３ 日本社会の共同体的特質とその評価 小林 27785（ ）

�������	
�	���������������������������� �!��"#$% 2012.02.23 18.38.15 Page 85



５－１．広井良典――創造的福祉社会をめぐっ

て

最初に広井良典教授の創造的福祉社会を取り

上げてみる。広井氏は，現在の日本を生産性が

十分に上がった成熟先進国の段階に入ったとみ

なし，その中での真の豊かさとは何かを追求し

ている。氏によると今日の資本主義は生産性が

上がりすぎた状態であり，過剰の中の貧困が一

般化しているとみている。貧困対策を歴史的に

振り返ってみると，第１ステップは公的扶助

（生活保護）が中心で，これは事後的救済策であ

り，第２ステップは社会保険という事前的予

防システムの導入である。そして第３ステッ

プはケインズ政策のような公共事業や社会保障

による再分配を通じた需要喚起とそれによる経

済成長と雇用の増大が中心の政策となる段階で

ある２７）。

２０世紀後半は世界の先進国がこの段階に

あったと言えるが，２１世紀になると環境制約

や資源制約が厳しくなる。氏はこの段階での新

しい社会の姿を定常型社会と定義している。つ

まり物的な生産性の増大，供給の増大ではな

く，自然制約と共存しながら豊かさを享受する

社会の姿を構想している。これに日本の現状と

その中における地方圏の課題を重ね合わせて考

えてみる。日本全体として少子高齢化が進み総

人口は２００５年から減少に転じている。その中

で住民が生活上の満足を得るためには何が必要

か。自然との共生，環境との調和という条件を

整えたとしてもそれで十分豊かさを実感できる

わけではない。

この問題について広井氏は多極集中というコ

ンセプトを提示する。つまり一極集中でも多極

分散でもない，中間である。人々の住む場所は

多極化していくが，単純に拡散するのではな

く，それぞれ地域ごとに極が必要であり，その

極にコミュニティが醸成される，というイメー

ジを描いている２８）。広井氏はコミュニティにつ

いて都市型コミュニティと農村型コミュニティ

の二つに分け，現在の日本社会が直面するコ

ミュニティの問題を次のように分析している。

「戦後の日本社会とは・・・・『農村から都市

への人口大移動』の歴史だったが，都市に移っ

てきた日本人は『カイシャ』と『核家族』とい

う・・・・都市の中のムラ社会と呼べるよう

な，閉鎖性の強いコミュニティを作っていっ

た。・・・・『都市型コミュニティ』とは，“共

同体に一体化する（ないし吸収される）個人”と

もいうべき関係のあり方を指し・・・・一定の

『同質性』を前提としつつ・・・・結びつくよう

な関係性をいう。これに対し『都市型コミュニ

ティ』とは“独立した個人と個人のつながり”と

もいうべき関係のあり方を指し，個人の独立性

が強く，・・・・つながりのあり方は共通の規

範やルールに基づくもので・・・・個人間の一

定の異質性を前提とする」

この二つを対比した場合「日本社会（ないし日

本人）においては圧倒的に前者のような関係性

のあり方である・・・・」「現在の日本の状況

は・・・・集団の内部では・・・・同調的な行

動が求められる一方，その「ウチとソト」との落

差が大きな社会になっている。・・・・『農村

型コミュニティ』と『都市型コミュニティ』とい

う二つの関係性は・・・・いずれも重要であ

る。・・・・個人と個人がつながるような『都

市型コミュニティないし関係性をいかに作って

いけるかがさしあたっての課題である』」と広井

氏は言う２９）。

広井氏はここで興味深い指摘をしている。人

２７）広井良典 『創造的福祉社会――「成長後の社会
構想と人間・地域・価値――」』ちくま新書 第
１章 ２２～２３ページ参照

２８）広井 前掲 第２章 グローバル化の先のロー
カル化はどのような関係にあるのか 第１節
コミュニティとしての都市 ５８ページ参照

２９）広井 前掲書 第２章 ８０～８１ページ
この中で広井氏は農村型コミュニティと都市型
コミュニティの特徴，内容，性格等々を表にし
てまとめて示している。

経 済 学 研 究 ６１－４27886（ ）
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口構成の中で子供プラス高齢者の割合は高度成

長の過程で一貫して低下してきたが，２０００年

前後に谷を迎え，２０５０年に向けて一貫して上

昇を続ける。子供プラス高齢者は人間のライフ

サイクルを考えるといずれも土着性ないし地域

とのかかわりが強い。地域密着型である。都会

の中の閉鎖的で孤独な社会から地域における人

のつながりの強い姿に変わっていく可能性がみ

てとれる。

広井氏はこのような前提のもとに「経済成長

を絶対的な目標としなくても十分な『豊かさ』が

実現されていく社会」すなわち氏のいう定常型

社会を今後の社会のありようとして想定してい

る。その背景には日本の総人口が２００５年から

減少に転じているという事実がある。氏のいう

定常型社会とは「少子高齢化社会」と「環境親和

型社会」という二つを結びつけるコンセプトで

もある３０）。

以上は日本社会全体について見た議論である

が，それを「地域」（大都市圏，地方圏を含めて）

に住む人々にとっての豊かさとは何か，という

問題に当てはめて論じている。広井氏は２０１０

年７月に全国自治体を対象に「地域再生・活性

化に関するアンケート調査と題する調査を行っ

た。その中に「今後の地域社会の目標あるいは

行政運営に関する指標となるもののうち特に重

要と考えられるものは何か」という設問があ

る。それに対する回答結果によると，地方の小

都市や町村では「人口減少や若者の流出」が圧倒

的に大きな問題となっており，逆に大都市圏で

は「コミュニティのつながりの希薄化や孤独」が

主な問題であり「格差・失業や低所得者の生活

保障」も多数の回答が寄せられている。中堅地

方都市では，「中心市街地の衰退」が大きな課題

となっている３１）。

この課題に応える方策については国が主たる

担い手になるべきか地方が主体となるべきか，

税負担のあり方は，といった問題がある。これ

についての詳述は避けるが，広井氏はかなり広

い視点から地方の豊かさの問題を論じている。

その中で筆者の問題意識と結びつく一つの論点

のみを指摘しておこう。それは狩猟採集社会の

「豊かさ」と平等について論じている点である。

広井氏はグレゴリークラークをはじめいくつか

の論者の議論を引用しながら狩猟採集民の生活

が通常の人類学的通念とは異なり豊かであっ

た，と同時に平等主義的であったということを

指摘している（例えば内田亮子「人類はどのよう

に進化したか」２００７年，勁草書房）３２）。

筆者が興味を持っているのは，狩猟採集社会

が共同体全体として生存のために分かち合う社

会であり，共同体を構成する個人間の協調が根

底にあり，市場原理の特徴である競争原理とは

異なるということ，それが，我が国の少なくと

も１９８０年代まで支配的であった企業の組織を

特徴づけるものと共通しているという点であ

る。

広井氏が提示した議論は，現在の先進国が需

要の飽和した状態に達しているという認識に立

ち，その望ましい姿を描いたものである。市場

経済社会は個々人の私利，私益の追求のもとに

パイを拡大し，それが社会全体の利益になると

いう社会であった。定常型社会は互恵的利他主

義の社会ともいえるものである。それは先にと

りあげた青木，速水のCommunities and Mar-

kets in Economic Development における議論

と共通している。特にこの中のAoki“Commu-

nity Norms and Embeddedness”の中で，青木

氏は集団を構成する個々人が協力ゲームによっ

て内生的にルールを作りだし，均衡に至るよう

３０）広井 前掲書 第２章 ９９ページ参照
３１）広井 前掲書 １１１～１１４ページ参照

この中でアンケートの結果をA大都市圏 B地
方都市圏 C農村地域に分けて，それぞれの課
題を表にまとめている。前掲書の表２－３参照

３２）広井氏は前掲書 第３章 進化と福祉社会の中
で狩猟採集社会の豊かさと平等について論じて
いる。１６７～１７５ページ，特に１７０～１７１ページの
記述参照

２０１２．３ 日本社会の共同体的特質とその評価 小林 27987（ ）
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な姿を描いているがそれと共通するところがあ

ると考えられる。

５－２．地方の豊かさ――中谷巌の議論

日本社会の特性に焦点をあてて，これまで展

開してきた議論のつながりをつけつつ，地方の

豊かさの問題についてもう少し考察を続けよ

う。その際，大変参考になるのが中谷巌氏の議

論である。

自由経済，市場経済は個人の選択の自由にも

とづく私益の追求が社会全体の利益をもたらす

こと，それをもたらす仕組みが市場機構に他な

らないこと，というのがスミス以来の伝統的自

由経済の考え方である。しかし市場機構がうま

く機能するには競争が有効に働くことが必要で

あるが，競争は格差をもたらす。勝者と敗者を

生み出すのは不可避である。それは自由経済の

欠陥と言える。今日のグローバル化はこれに輪

をかけ，先進国途上国の間の格差を拡大する。

このような欠陥は通常，市場の失敗と呼ばれ，

政府による私企業の活動への規制，干与によっ

て是正されるべきものというのが普通の考え方

である。しかしグローバリズムに内在する欠陥

は政府のコントロールで容易に解消されるもの

ではない，というのが中谷氏の見方である３３）。

氏は，はたして資本主義は人間を幸福にするの

かと問いながら，かつて訪れたことのあるブー

タンやキューバの例を挙げ，所得水準もはるか

に低く貧しいのに，人々が満足感に溢れた生活

をしていることに強く印象付けられている。そ

してその満足の原因は人々のつながりにあると

いう。

中谷氏はポランニーの「大転換」に依拠しなが

ら資本主義の本質的な欠陥を労働や土地，貨幣

の商品化にある，と言っている。特にポラン

ニーが「市場経済の中で土地が売り買いされる

ようになったことで社会的なつながりが破壊さ

れるようになった」と言ったことに共鳴してい

る。人々が集団生活，定住生活を送るように

なったからこそ文明や文化を発達させることが

できた，そこで土地と人間が結びつき，人々の

結びつきも生まれたのである，と言う。そして

これを破壊したのは私有財産制度であり，特に

土地を私有物としたことである。日本も１８７３

年の地租改正で土地私有化が認められた３４）。

中谷氏はポランニーの議論から引用してもう

一つ，筆者の問題意識と関連した興味のあるこ

とを述べている。それはアメリカという国家の

特殊性についてである。氏によると「アメリカ

は『理念国家』である。国民の多数は移民であ

り，文化的バックグウランドを異にしている。

それを結びつけているのは自由主義という理念

である。ポランニーの言い方を借りるなら，社

会や国家は土地の上に成り立つ。土地と結びつ

いた人々が社会を構成し，そこから文化が生ま

れ，国家が形成される。ところがアメリカは移

民の国であり，自然に対する深い愛着，統一的

な文化的伝統といったものが存在しない。つま

り人々を結びつける土地の力，歴史的伝統の力

がきわめて弱いのである」このように述べてい

る３５）。

これを日本と対比してみると，北海道はまさ

にそれにあたる。開拓使設置の初期は原住民が

相対的に多数であったが，明治１０年代以後は

和人が大多数になった。しかも移民である。ア

メリカのように多様な人種の集まりではないが

移民という点では共通している。そして歴史が

浅い。そのような中で伝統的日本のコミュニ

ティとは違ったものが生まれてくる可能性があ

るかも知れない。筆者はそれを新しいソーシャ

３３）中谷巌 「資本主義はなぜ自壊したのか 『日本』
再生への提言」集英社文庫 ２０１１特に９２～９４
ページ参照

３４）中谷 前掲書 第３章 「悪魔のひき臼」１６３～
１７８ページにおいて，主にポランニーの議論を取
り上げ，展開している。

３５）中谷 前掲書 第４章 宗教国家，理念国家と
してのアメリカ ２０６～２０７ページ参照

経 済 学 研 究 ６１－４28088（ ）
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ルキャピタルという視点で分析してみようと思

う。

６．地方とコミュナリズム――北海道を中心に

６－１．はじめに

本稿は市場原理主義あるいは競争原理と対置

される意味でのコミュナリズムを日本社会，日

本企業の特質と考え，その意義を再評価しよう

というねらいのもとに書かれた。「再評価」とい

う表現を用いているのは，少なくとも１９８０年

代までは日本企業の共同体的性格あるいは平等

主義，協調主義が成功をおさめたのに対し，８０

年代半ばのプラザ合意後，日米構造協議におけ

る米国からの要求を受け入れながら，外国資本

の参入，株主の権限を強化するような商法改正

等の変化があらわれたからである。それに対し

て，かつての日本的経営の意義をまさに再評価

しようというのが本稿の主旨である。

共同体的特質という場合，伝統的日本社会の

特質を思い浮かべる。それに対して北海道は米

国やカナダやオーストラリアのように移民に

よって成り立っているという点で，他の地方圏

とは異なる。他とは違うコミュナリズム，他と

は違う人々のつながりのあり方が，北海道には

ありうるのではないかと筆者は考え，それを新

しいソーシャルキャピタルととらえたのであ

る。

６－２．ソーシャルキャピタル

ソーシャルキャピタルについての関心は，こ

こ２０年急速に高まった。この概念は，R.D.

パットナムMaking Democracy Work や Bowl-

ing Alone などによって広く世界に知られるよ

うになった。また比較的最近ではナン・リン

Social Capital などが，広い観点で進められた

成果を示している３６）。筆者は自分の所属する研

究所に設置された北海道ソーシャルキャピタル

研究会で，北海道の地域社会を念頭に置いた

「人と人」「人と地域」のつながりを中心に，豊か

な地域の実現を目標とした調査研究を行っ

た３７）。

市場に委ねていれば，人口も産業も資本も大

都市圏に集中する。そういう中で地方にあって

も人々が豊かさを感じ得る要因があるに違いな

い。それは人と人とのつながりと，それがもた

らすような市場では測りきれない豊かさであ

る，と，我々は考え，それをソーシャルキャピ

タルと呼びうるとして，それが地方において集

積しうる条件を探り出そうとした３８）。われわれ

の本の中で筆者が特に主張したのは次の点であ

る。今日の社会において普及している二つの思

想の流れがある。それらのキーワードを挙げる

と次のように示される。

� 競争原理，市場原理，近代化，個人主

義，個人の自由と個人責任原則

� 共同体，コミュナリズム（コミュニタリ

アニズム），相互扶助，家庭・社会・地域

社会など全体の目標

�は大都市圏に支配的な風潮，�は地方圏に
見られる特徴と言える。しかしここで注意しな

ければならないのは共同体主義，コミュナリズ

ムは地方に特徴的とは言ったが，大都市圏の中

３６）R. D. Putnam; Making Democracy Work, Prince-
ton University Press, １９９３ 河田潤一訳 「哲学
する民主主義」NTT出版 ２００１
R. D. Putnam; Bowling Alone; Simon and Schus-
ton,２０００; 柴内康文訳 「孤独なボウリング」柏書
房 ２００６
Nan･Lin: Social Capital――A Theory of Social
Structure and Action; Cambridge University Press
筒井淳也訳「ソーシャルキャピタル：社会構造と
行為の理論」ミネルバ書房 ２００８

３７）「道内各地の人と地域のつながりに関するアン
ケート調査――中間報告書」平成２３年３月北海
道ソーシャルキャピタル研究会，財団法人北海
道開発協会

３８）この研究の成果は，我々が最近公刊した著書の
中に取り入れている。
小林好宏・梶井詳子編著『これからの選択――
ソーシャルキャピタル 地域に住むプライド』北
海道開発協会 ２０１１年１０月を参照されたい。

２０１２．３ 日本社会の共同体的特質とその評価 小林 28189（ ）
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でも古くからの伝統を維持，存続させている地

域は多いのであり，たとえば東京都内の浅草，

本所，深川といった下町にはそういう雰囲気が

ある。この点は広井良典氏が先にとりあげた

「創造的福祉社会」の中で指摘していることであ

り，大都市圏，地方圏を問わずその中に存在す

るムラ，コミュニティが問題である，という議

論を念頭に入れておく必要がある。

６－３．地方圏における共同体主義

それをいちおう考慮した上で，筆者の問題は

地方圏の特徴である共同体主義が地域の発展に

どう寄与するかを考察すること，もう一つ，同

じように地方圏と言っても北海道は若干異なる

が，北海道にとってのコミュニティの結びつき

を新しいタイプのソーシャルキャピタルと定義

し，それがどのような内容であるかを分析する

ことである３９）。

地方圏に住む人々が豊かさを実感できるため

には必要条件がある。それはナショナルミニマ

ムともいいうるあるレベル以上の所得水準が充

たされること，もう一つは，教育，医療，文

化，スポーツ，娯楽等に接する機会があるてい

ど充たされることである。

地方圏が人々のつながりによってもたらされ

る地域への愛着や住み心地の良さに恵まれたと

しても，それによって生活上の満足が得られる

わけではない。それが得られるためには，上述

の条件が充たされる必要がある。所得水準はい

ちおう別として，教育，医療，文化等に接する

機会が得られるためにはどうするか。それにつ

いては，広井氏が多極集中型というコンセプト

を提示したのは大変参考になる。人々は今後分

散して住むようになるが，しかしその中に核あ

るいは極が必要である。この議論を北海道にあ

てはめると，道内各地域に住む人々が札幌，函

館，釧路，帯広などの中枢都市，中核都市ある

いは中心都市というそれぞれの地方圏で核とな

る都市に容易にアクセスできることが必要であ

る。すべての地域から札幌に日帰りで通えると

いうわけにはいかないが，遠隔地でも少なくと

も１泊２日で札幌にアクセスでき，近隣の中

心都市には日帰りで通えるという状態になるこ

とが必要である４０）。最後に，北海道を対象にし

た新しいソーシャルキャピタルについて調査

データを交えて分析する。

６－４．北海道を対象にした調査データの分析

我々の調査では都市の中でのソーシャルキャ

ピタルの現状と人口減少や過疎に悩む地方にお

けるソーシャルキャピタルの現状を把握するた

めに，調査対象地域として１０地域を選んだ。

その１０地域とは，乙部町，白老町，札幌市の

青葉町，士別市，美唄市，滝川市，西興部村，

中標津町，稚内市の９地域と，データの比較

３９）人と人のつながり，信頼，安全，安心等も一つ
のキャピタルと考えうる。それは市場価値で表
示されないが，事柄によっては表示可能であ
る。
G.S. Becker and Murphy K.M.; Social Economics
――Market Behavior in a Social Environment;
Harvard University Press２０００，において，ベッ
カーは興味深い例を挙げて説明している。今，
人々がよくルールを守る社会とルールを守らな
い社会とがあるとする。ルールをよく守る社会
ではクルマを運転する時に皆が交通ルールを守
るから目的地により早く到着できる。ルールを
守らない社会は，目的地に到着するまでの時間
が長くかかる。その時間の差を価格で表示する
と（通常は時間当たり労働の市場賃金で測る）
ルールを守ることの価値を表現できる。

４０）国土交通省は，全国どこに住んでいても１時間
以内に高速道路にのることができるように，道
路整備を行う計画を立てている。それが実現で
きれば，中心都市まで日帰りで行き帰りができ
るだろう。

経 済 学 研 究 ６１－４28290（ ）
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を目的に札幌市全体を加え，計１０地域であ

る４１）。調査データ項目は表に示すとおり，人

口，世帯数等の基本データの他，シビルミニマ

ムの状況を知るために高等教育機関の数，文化

施設数の他，予算規模や財政力指数をとった。

また，ソーシャルキャピタルの状況を知る目的

で人口当たり寺院の数，人口当たり神社の数，

人口当たり刑法犯罪認知件数などをとってい

る。

お寺や神社は地域社会の中で人々のつながり

に関わりをもつと考えられること，また刑法犯

罪認知件数は，地方圏で人々の繋がりが強いほ

ど少ないだろうという予測のもとにデータを

とった。

地方圏は市場の規模も狭く，ビジネスチャン

スにも乏しい。その結果民間企業数も活動水準

も限られているだろう。これに対しNPOは非

営利の事業であると同時に，人々のつながりを

ともなった活動団体である。非営利であるから

市場性は欠如していても構わない。地方におけ

るソーシャルキャピタルの活動を示す指標にな

ると思われる。これらの指標からそれぞれの地

域の特徴が見てとれる４２）。

人口１０,０００人当たりNPO数が多いのは白老
町で数値は４.５５，西興部村はNPOは１個に
すぎないが人口がわずか１,１６３人であり，した
がって，これを１０,０００人当たりに換算しなお
すと８.５４という高い数値になる。文化教育施
設数において滝川市や稚内市が人口に比して多

いことがわかる。両市とも都市型であることが

指摘され得る。

人と地域のつながりを示す一つの指標として

選んだのは人口１,０００人当たり神社数，同じく
人口１,０００人当たりのお寺の数である。最も少
ないのは札幌市で神社は０.０２，お寺は０.０８で
ある。これに対して道南の乙部町は人口１,０００
人当たり神社数が１.８で，札幌市の９０倍，同
じくお寺数では，１.３で，札幌市の１６倍であ
る。人口が最小の西興部村では，人口１,０００人
当たり神社数が０.９で札幌市の４５倍，お寺数
では１.７２で札幌市の２１.５倍である。人口の少
ない地方の方が，人口当たり神社，お寺の数は

多い。これら地方の中でも特徴がある。乙部町

は道南という古い伝統をもった町，西興部村は

人口が最小の村であるが，わずか１,０００人ほど
の人口で，文化的施設を９か所も持ってい

る，新しいタイプの農村である。

人口の少ない農村の暮らしやすさを示すもう

ひとつの指標は犯罪に関する指標である。人口

１,０００人当たり刑法犯罪認知件数の最も多いの
は札幌市の１３.２４である。これに対して他の町
村はそれ以下であり，最も少ないのは乙部町の

２.４４，西興部村は２.５８で，札幌の５分の１て
いどである。西興部村は，凶悪犯，粗暴犯，知

能犯，風俗犯，その他の刑法犯がゼロ，刑法犯

は唯一，窃盗犯のみである。乙部町，白老町，

士別市，中標津町，西興部村は，いずれも凶悪

犯ゼロであって，安心して暮らせる地域である

ことが見てとれる。

これらの調査結果から，少なくとも北海道に

関しては人口の少ない地方の小都市や町村にお

いては安全で安心な暮らしの環境が整っている

といえる。しかし，にもかかわらず，人口減少

に歯止めがかからないというのが実態であり，

人口減少を食い止め，地方にあってなお豊かさ

を実感できる暮らしを実現するには何が必要

か，そのために必要な政策措置は何かが問題で

ある。少なくとも最低の必要条件はシビルミニ

マムをみたすことである。では，そのシビルミ

ニマムとは，いかなる内容か。最低限の所得水

準は当然として，それ以外に医療サービスや文

化，教育サービスに容易にアクセスできること

４１）これら地域の選択基準は，人口の増減，人口規
模である。規模が小さく人口が減少している地
域，人口が順調に維持されている地域，規模は
比較的大きいが人口が減少している地域，とい
うように人口を中心にタイプ分けをした。
札幌市青葉町は，高齢者比率が断然高い地域と
して加えた。

４２）表１．地域特性一覧，参照

２０１２．３ 日本社会の共同体的特質とその評価 小林 28391（ ）
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地域特

項 目
１ ２ ３ ４ ５

乙部町 白老町
札幌（Ａ）青葉
（数字は厚別区）

札幌（Ｂ）
（数字は札幌市全体）

士別市

人 口 ４,４７３ １９,７８７ １２９,７１３ １,９１４,４３４ ２２,３１３

世帯数 １,９９６ ９,７６７ ６０,０２７ ８９８,３９３ ９,９８２

NPO数 ０ ９ ５ ７２７ ３

人 口１０,０００人当たりのNPO数 ０ ４.５５ ２.６８ ３.８４ １.３４

順 位（NPO数２以上の順位） ０ ２９（２２） ４８（３７） １２７（９１）

高等教育機関の数 ２３

文化教育施設数（美術館，公民館，生涯学習セン
ター，文化会館，博物館，図書館ほか）

４ １０ ７

ハローワークの有無 なし なし なし 有 有

人口１,０００人当たりの神社数 １.８ ０.１ ０.０２ ０.０２ ０.２

人口１,０００人当たりのお寺数 １.３ ０.２５ ０.０８ ０.１１ １.０３

人口１,０００人当たりのパチンコ，
パチスロ台数

なし
パチンコ ７.９
パチスロ ４.９

パチンコ３０.６
パチスロ１１.２

パチンコ２２.４
パチスロ１０.５

パチンコ１２.５
パチスロ ５.４

予算規模と特徴
３３億円

（２２年度当初）
基金約３０億円

高齢化率 ３０.０％
（Ｈ１７.１０.１）

２８.４％
（Ｈ１７.１０.１）

１７.７％
（Ｈ１７.１０.１）

１７.５％
（Ｈ１７.１０.１）

２８.９％
（Ｈ１７.１０.１）

出生率 １.４６
（Ｈ１０～Ｈ１４平均）

１.４
（Ｈ１０～Ｈ１４平均）

１.１５
（Ｈ１０～Ｈ１４平均）

１.０９
（Ｈ１０～Ｈ１４平均）

１.４９
（Ｈ１０～Ｈ１４平均）

自衛隊の有無 なし 白老駐屯地 － 札幌駐屯地 なし

財政力指数 ０.１６６
（Ｈ１９年度決算額）

０.４１５
（Ｈ１９年度決算額）

０.６８１
（Ｈ１９年度決算額）

０.２８６
（Ｈ１９年度決算額）

人口１,０００人当たりの刑法犯認知件
数（Ｈ２１年）

・刑法犯：
凶悪犯，粗暴犯，窃盗犯，知能犯，
風俗犯，その他の刑法犯

・その他の刑法犯：
具体的には，住居侵入，占有離脱物
横領，公務執行妨害，監禁，誘拐，
器物破損などの刑法犯のこと。

凶悪犯 ０.０８ ０.０７

粗暴犯 ０.２２ ０.１５ ０.３５ ０.４６ ０.２７

窃盗犯 １.７８ ５.２１ ９.８９ １０.１１ ２.９１

知能犯 ０.４４ ０.０５ ０.２６ ０.３２ ０.２７

風俗犯 ０.０５ ０.１２ ０.１６

その他 １.１６ １.１８ ２.１２ ０.６７

刑法犯全体 ２.４４ ６.６２ １１.８９ １３.２４ ４.１２

・刑法犯以外の犯罪のことを特別法犯という。具体的には，道路交通法違反，軽犯罪法違反，覚せい剤取締法違反

などのこと。特別法犯の多くは道路交通法違反で，全体の約 8割を占めている。残り 2割は覚せい剤取締法違反，
軽犯罪法違反，廃棄物処理法違反，出入国管理法違反，保管場所法違反，銃刀法違反，自動車損害賠償保障法違

反，風営適正化法違反，大麻取締法違反，その他となっている。

経 済 学 研 究 ６１－４28492（ ）
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性一覧

６ ７ ８ ９ １０
出 典美唄市 滝川市 西興部村 中標津町 稚内市

２６,５１０ ４３,６９６ １,１６３ ２４,１５３ ３９,２３０ ２０１０年５月 各市町村HP

１２,７７１ ２１,４０８ ６６０ １０,５９８ １８,９０５ ２０１０年５月 各市町村HP

６ ７ １ ６ ７ ２０１０年７月 北海道調べ

２.２７ １.１６ ８.５４ ２.４９ １.７９ 上記から算出

９３（７０） １２２（８７） ６（－） ８４（６５） １１０（８２） 上記から算出

１ １

８ １７ ９ ７ １８

なし 有 なし 有 有

０.２ ０.１ ０.９ ０.１ ０.１
北海道神社庁
http://www.hokkaidojinjacho.jp/top.html

０.９６ ０.３７ １.７２ ０.３７ ０.５９
寺院・お寺の情報
http://www.boseki.net/jiin/index.html

パチンコ２９.１
パチスロ ８.７

パチンコ２９.４
パチスロ １１.５

なし
パチンコ７２.０
パチスロ２８.２

パチンコ３０.２
パチスロ１２.５

P-WORLD
全国パチンコ店情報
http://www.p-world.co.jp/hokkaido/

３２.１％ ２３.９％
（Ｈ１７.１０.１）

３１.３％
（Ｈ１７.１０.１）

１６.８％
（Ｈ１７.１０.１）

２０.６％
（Ｈ１７.１０.１）

平成２１年 北海道市町村要覧

１.２６
（Ｈ１０～Ｈ１４平均）

１.４１
（Ｈ１０～Ｈ１４平均）

１.４８
（Ｈ１０～Ｈ１４平均）

１.６
（Ｈ１０～Ｈ１４平均）

１.４４
（Ｈ１０～Ｈ１４平均）

市区町村別合計特殊出生率・標準化死亡比
（平成１０年～平成１４年）
http : / /www.mhlw. go. jp / toukei / saikin / hw/
jinkou/tokusyu/hoken 04/4-2 a.html

美唄駐屯地 滝川駐屯地 なし なし 稚内駐屯地

０.２７５
（Ｈ１９年度決算額）

０.３９７
（Ｈ１９年度決算額）

０.０９７
（Ｈ１９年度決算額）

０.３７１
（Ｈ１９年度決算額）

０.３９８
（Ｈ１９年度決算額）

０.０４ ０.０７ ０.１０

北海道警察本部刑事企画課
http : / / www. police. pref. hokkaido. jp / statis /
hanzai/zenndou.html

０.２６ ０.３４ ０.２１ ０.３１

４.４９ ８.７９ ２.５８ ３.６４ ４.５１

０.０８ ０.４３ ０.２１ ０.１３

０.０８ ０.０７ ０.０８ ０.０５

０.７９ １.４４ ０.６２ ０.８９

５.７３ １１.１５ ２.５８ ４.７６ ５.９９

２０１２．３ 日本社会の共同体的特質とその評価 小林 28593（ ）
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が必要である。これらのサービスを人口の少な

い町村が整えることは不可能である。そこで中

枢都市，中核都市，中心都市に短時間，低コス

トでアクセス可能であることが必要であり，そ

こに政策課題があると言える４３）。

なお，この調査では各地域について以上の他

に多くの指標を集めそれらをクロスして地域の

特色を導き出しているが，結果は膨大な量にな

るので，ここでは省略する。

６－５．結びに代えて

本稿は第１に，日本社会あるいは日本企業

の共同体的性格に注目し，それが日本の経済成

長にプラスの役割を果たしたことを再評価する

という目的で，種々の角度から検討を進めてき

た。共同体主義，コミュニタリアニズムは市場

原理主義と対極をなすが，しかし，市場経済と

いう制度的枠組みの中で，共同体主義がむしろ

経済の発展に寄与することを，積極的に示す論

者の議論を跡付けつつ，筆者の問題と結びつけ

て論じてきた。

もうひとつの目的は地方圏において共同体主

義がどう生かされるか，地域の豊かさとどのよ

うにつながるかを明らかにすることである。

人が集団を形成することは，それによって数

量的にも測りうる利益をもたらすだろう。しか

し，市場評価の対象になりにくいものもある。

人々のつながり，信頼，互酬等々によって人の

暮らしがより豊かになる，ということがある。

筆者はそれをソーシャルキャピタルと定義し，

地方圏におけるソーシャルキャピタルの形成，

蓄積の状況，それがもたらす影響等を分析し

た。しかし，一口に地方圏といっても，北海道

と道外の伝統的なコミュニティの形成された地

域とは異なる。北海道は移民によって形成され

た地域であり，その点で，米国，カナダ，オー

ストラリアなどと共通している。そこでは多分

伝統的コミュニティとは異なる新しい共同体が

形成される。筆者は新しいソーシャルキャピタ

ルの形成という視点で実証分析を進めた。６－

４で示すとおりそこでいくつかの地方の優位

な点を見出すことができた。
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